
０５０２５ ３月６日 小雨 重 （２２中山２）第３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

６１１ ヤマイチテキーラ 牝３栗 ５４
５１ ▲伊藤 工真坂本 肇氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B４３２＋ ２１：１２．４ １２．１�

７１３ オ キ ザ リ ス 牝３青鹿５４ 松岡 正海齊藤四方司氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４２８＋ ４１：１２．９３ ７．０�
８１５ ニシノヤッコ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥西山 茂行氏 浅野洋一郎 むかわ 西山牧場 ４５０＋ ６１：１３．１１� ４２．９�
３６ トーアティアレ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 ４５４－ ２１：１３．３１� ８．２�
５１０ ベネディーレ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�大樹ファーム 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４６０－１０１：１３．４� ３．１�
７１４ ミ ク ル 牝３鹿 ５４ 内田 博幸�ターフ・スポート矢野 英一 様似 小田 誠一 ４６６± ０１：１３．５クビ ４．８	
８１６ ネイビーウッド 牝３鹿 ５４ 田中 勝春冨沢 敦子氏 伊藤 大士 浦河 ミルファーム ４６６＋ ４ 〃 クビ １３５．８

１２ マイネポローニア 牝３栗 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 浦河 山田牧場 ４６４＋ ４１：１３．６クビ ７０．８�
３５ アートディーラー 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ４９２－ ６１：１３．９２ ４９．６�
１１ セレブビスティー 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹備前島敏子氏 松山 将樹 新ひだか 土居 忠吉 ４２８＋ ６１：１４．０� ７．４
２４ シルクデスティニー 牝３鹿 ５４ 村田 一誠有限会社シルク萱野 浩二 新冠 オリエント牧場 ４１０－ ６１：１４．１クビ １１１．４�
６１２ フジマサオーシャン 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山際牧場 ４９８－ ２１：１４．２� ２２．８�
４７ ビレッジホワイト 牝３芦 ５４ 江田 照男村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４１４－１０ 〃 クビ １２１．９�
２３ マ ザ リ ー ヌ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也�服部牧場 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 ４７２＋ ６１：１４．３� ３６．２�
５９ アジアンジェット 牝３鹿 ５４ 岩部 純二�びらとり牧場 田島 俊明 平取 びらとり牧場 ４８０＋１６１：１４．５１� １９５．０�
４８ ダイナミズム 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成吉田 和子氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２＋ ２１：１４．８２ １１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，１６１，１００円 複勝： ３５，４３２，９００円 枠連： １８，４８２，１００円

普通馬連： ６４，１１４，２００円 馬単： ４１，４３７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８９９，５００円

３連複： ７８，７２０，０００円 ３連単： １１２，３７６，０００円 計： ３９２，６２３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２１０円 複 勝 � ３２０円 � ２７０円 � １，１１０円 枠 連（６－７） １，０６０円

普通馬連 �� ４，５７０円 馬 単 �� １１，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４６０円 �� ５，０９０円 �� ５，６００円

３ 連 複 ��� ５１，２４０円 ３ 連 単 ��� ３８２，１９０円

票 数

単勝票数 計 １８１６１１ 的中 � １１８５４（７番人気）
複勝票数 計 ３５４３２９ 的中 � ３０８８１（６番人気）� ３９００８（３番人気）� ７２１９（１０番人気）
枠連票数 計 １８４８２１ 的中 （６－７） １２９５９（４番人気）
普通馬連票数 計 ６４１１４２ 的中 �� １０３５８（２１番人気）
馬単票数 計 ４１４３７９ 的中 �� ２５９８（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８９９５ 的中 �� ４１３８（１９番人気）�� １１４３（４２番人気）�� １０３７（４７番人気）
３連複票数 計 ７８７２００ 的中 ��� １１３４（１１９番人気）
３連単票数 計１１２３７６０ 的中 ��� ２１７（８２６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．３―１２．５―１２．８―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．８―４６．３―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマイチテキーラ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．８．１５ 新潟１３着

２００７．３．３０生 牝３栗 母 ウィスキーカラー 母母 オールウエイズアロン ９戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円



０５０２６ ３月６日 小雨 重 （２２中山２）第３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
１：４７．８

重

重

２３ マイネルトレース 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐々木晶三 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５８－１０１：５４．９ ３．２�

８１５ マコトギャラクシー 牡３栃栗５６ 吉田 豊眞壁 明氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４５４＋ ４１：５５．３２� ７．５�
６１２ ビレッジブライト 牡３栗 ５６ 江田 照男村山 輝雄氏 藤原 辰雄 新ひだか 飛野牧場 ４８６－ ４１：５５．６１� ２．６�
５１０ ニシノシャイナー 牡３栗 ５６ 田中 勝春西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４６８－ ６ 〃 クビ １４．７�
４７ ストライビング 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二前田 幸治氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３４＋１０１：５５．７クビ ９５．０�
２４ メイキングドリーム 牡３黒鹿５６ 幸 英明 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４４６－１２１：５６．０１� １０．１	
１１ ダノングッドラック 牡３栗 ５６ 三浦 皇成�ダノックス 久保田貴士 新ひだか 北洋牧場 ４９０＋ ８１：５６．７４ ５８．４

４８ トーセンヤッテキタ 牡３栗 ５６ 的場 勇人島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B５０４－ ４ 〃 クビ ３５．０�
３５ ディアユウキ 牡３黒鹿５６ 木幡 初広ディアレスト 柄崎 孝 浦河 南部 功 ４６４－ ４１：５７．１２� ６０．９
６１１ リアルフリーダム 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム B４４４± ０ 〃 クビ １３．０�
８１６ バ ル ビ ゾ ン 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣齊藤四方司氏 浅野洋一郎 日高 タバタファーム ４５４± ０１：５７．４１� １１２．８�
１２ ハラップクー 牝３黒鹿５４ 松岡 正海加藤 信之氏 鈴木 康弘 新ひだか 藤沢牧場 ４４６＋ ２１：５７．９３ ２５．１�
７１４ タケショウナイト 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太�ナイト商事 矢野 照正 浦河 木村牧場 ５３４± ０１：５８．０クビ ４２．６�

（大井）

７１３ ヴィーヴァジプシー 牡３鹿 ５６
５３ ▲伊藤 工真芹澤 精一氏 勢司 和浩 様似 山口 幸雄 ４９０－ ２１：５９．０６ ２３４．８�

５９ トミケンサンパティ 牡３芦 ５６ 武士沢友治冨樫 賢二氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 ４５６＋ ２１：５９．４２� ２５２．１�
３６ ロードオメガ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ロードホースクラブ 高木 登 浦河 北俣牧場 ４９２－ ８ （競走中止） ４０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９２３，７００円 複勝： ２９，８４２，９００円 枠連： １９，２０５，５００円

普通馬連： ５２，１７４，７００円 馬単： ３６，９０４，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８３２，７００円

３連複： ６２，６５３，３００円 ３連単： ８９，７７４，４００円 計： ３２７，３１１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � １２０円 枠 連（２－８） ８１０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� １，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ２００円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ６，７６０円

票 数

単勝票数 計 １６９２３７ 的中 � ４２７２５（２番人気）
複勝票数 計 ２９８４２９ 的中 � ６４３５３（２番人気）� ３１５０１（３番人気）� ８９３０２（１番人気）
枠連票数 計 １９２０５５ 的中 （２－８） １７５１４（２番人気）
普通馬連票数 計 ５２１７４７ 的中 �� ２８９０２（５番人気）
馬単票数 計 ３６９０４１ 的中 �� １３７９７（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８３２７ 的中 �� ７６４１（６番人気）�� ２９５６７（１番人気）�� １１８８７（３番人気）
３連複票数 計 ６２６５３３ 的中 ��� ４２２２９（２番人気）
３連単票数 計 ８９７７４４ 的中 ��� ９８０９（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３６．８―４９．７―１：０２．７―１：１６．２―１：２９．２―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３８．７
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

マイネルトレース �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．８．２ 小倉４着

２００７．５．１２生 牡３栗 母 タカオスター 母母 マルゼンモンタ ７戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔競走中止〕 ロードオメガ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 サンデープレー号・ジャストザシーズン号・シンビオシス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０５０２７ ３月６日 小雨 重 （２２中山２）第３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 バラベルサイユ 牝３栗 ５４ 吉田 豊中澤 幸幹氏 高橋 裕 日高 木村牧場 ４６４－ ８１：１２．５ ７．３�

２４ ユニラテラリズム 牝３青鹿５４ 戸崎 圭太池谷 誠一氏 本間 忍 むかわ 上水牧場 ４９６＋ ２１：１２．６� ３．６�
（大井）

７１３ ゴールドバシリスク 牡３鹿 ５６
５３ ▲伊藤 工真居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４６８＋ ２ 〃 ハナ １０．５�

５９ ディーエスブリスク 牡３鹿 ５６ 田中 勝春秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 富菜牧場 ４８０± ０１：１２．９１� ５．４�
６１２ ウイニングタワー 牡３鹿 ５６ 小林 淳一田和 廣通氏 鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４５０－ ２１：１３．０� １６．０�
８１６ ジョウノパッション 牝３青鹿５４ 松岡 正海小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 ４６４± ０１：１３．１クビ ５．８�
２３ マイネカラフル 牝３栗 ５４ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム B４１２－ ４ 〃 クビ １１７．０	
７１４ ニンジンガスキ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ４９０－ ４１：１３．３１� ４２．３

１１ サトノイーグル 牡３芦 ５６ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 新ひだか 塚田 達明 ５０２＋１０１：１３．６１� ７．３�
３６ ゴールデンスター 牡３鹿 ５６ 千葉 直人三広 武志氏 成島 英春 日高 森永牧場 ４４８＋ ６１：１３．７� ２０．０�
４８ カシノカルミア 牝３栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 笹島 政信 B４４８－ ６１：１３．８クビ ２２３．８
１２ ラヴアンジェリーク 牝３青 ５４ 岩部 純二大迫久美子氏 萱野 浩二 新冠 村上 欽哉 B４６０－ ６１：１４．０１� ３６４．０�
３５ マヒナビスティー 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹備前島敏子氏 松山 将樹 新冠 村上 欽哉 ４３６＋ ４１：１４．４２� １６６．７�
４７ ウインジョーカー 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也�ウイン 戸田 博文 新ひだか 中田 英樹 ４３２＋ ２１：１５．４６ １７９．７�
５１０ リズワングル 牝３鹿 ５４ 水出 大介井口 莞爾氏 和田正一郎 むかわ 上水牧場 ４１２－１４ 〃 ハナ ４０８．３�
６１１ シ ン キ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二市川 義美氏 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ４９０－ ２１：１７．５大差 １１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，２８８，８００円 複勝： ２７，２５８，０００円 枠連： １９，８２７，４００円

普通馬連： ６０，１０４，１００円 馬単： ３９，９８１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７４０，８００円

３連複： ６８，０９６，４００円 ３連単： １０２，００１，４００円 計： ３５６，２９８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２８０円 � ２００円 � ３５０円 枠 連（２－８） ７８０円

普通馬連 �� ２，０２０円 馬 単 �� ４，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� １，３６０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� １０，４００円 ３ 連 単 ��� ５８，０４０円

票 数

単勝票数 計 １８２８８８ 的中 � １９９６６（４番人気）
複勝票数 計 ２７２５８０ 的中 � ２５７５９（４番人気）� ４１０８８（３番人気）� １８７０９（８番人気）
枠連票数 計 １９８２７４ 的中 （２－８） １８８３３（３番人気）
普通馬連票数 計 ６０１０４１ 的中 �� ２２０５４（８番人気）
馬単票数 計 ３９９８１５ 的中 �� ６１３５（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７４０８ 的中 �� ５５０８（１１番人気）�� ３７１７（２３番人気）�� ４０１２（１８番人気）
３連複票数 計 ６８０９６４ 的中 ��� ４８３６（４８番人気）
３連単票数 計１０２００１４ 的中 ��� １２９７（２５２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．７―１２．６―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．３―３５．０―４７．６―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バラベルサイユ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２０１０．１．９ 中山４着

２００７．４．２８生 牝３栗 母 ナイスグリンベル 母母 ミヤサンレデイ ３戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔発走状況〕 ウインジョーカー号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンキ号は，平成２２年４月６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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 カシノアレグロ号・カネトシデュレン号・キングリョウガ号・クスコ号・ケイアイアシュラ号・スズカケノミチ号・

セレスマジェスティ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０５０２８ ３月６日 小雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２２中山２）第３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

１１ コ ー ド 牡４鹿 ５９ 蓑島 靖典松平 正樹氏 小桧山 悟 日高 山際 辰夫 ４８６± ０３：１５．３ ５．４�

４６ イアオニードル 牡９鹿 ６０ 熊沢 重文金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９２－ ８３：１５．４� ３．５�

４５ プ ラ ク シ ス �４黒鹿５９ 横山 義行前田 幸治氏 古賀 史生 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６± ０３：１５．５� １０．５�
３３ クイックステップ 牡５鹿 ６０ 金子 光希岡田 弘夫氏 田中 清隆 門別 松平牧場 ４７８－ ４３：１６．８８ ２０．７�
５７ コンフェルヴォーレ 牡４栗 ５９ 水出 大介岡田 牧雄氏 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド ４４０± ０３：１７．３３ ３９．５�
２２ トウショウライド 牡４鹿 ５９ 大庭 和弥トウショウ産業� 保田 一隆 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０８－ ６３：１９．１大差 ２５．４�
５８ ハ ク サ ン 牡４黒鹿５９ 五十嵐雄祐篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４３８± ０ 〃 クビ ２．６	
３４ メジロローレンス 牡４黒鹿５９ 山本 康志
メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B５１４＋１２３：２２．５大差 ７６．６�
７１２� ヨイチイースト 牝８栗 ５８ 柴田 未崎加藤 興一氏 保田 一隆 青森 一山牧場 ５１８－１０３：２３．６７ １６８．２�
８１４ エ ル シ ッ ド 牡４鹿 ５９ 穂苅 寿彦前田 晋二氏 大竹 正博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４－ ６３：２３．９２ １２３．８
６１０ アコガレノダンス 牝４鹿 ５７ ▲大江原 圭
グランド牧場 小林 常泰 静内 グランド牧場 ４３４± ０３：２４．６４ １０３．３�
７１１ スターノーブルマン 牡４鹿 ５９ 平沢 健治鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ５４６＋１８３：２７．５大差 ６３．７�
６９ カシマレジェンド 牡５鹿 ６０ 高野 和馬松浦 一久氏 佐藤 全弘 平取 原田 新治 ５４０－ ６ （競走中止） ７．５�
８１３ オンワードシェルタ 牡４鹿 ５９ 江田 勇亮�オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ５０８± ０ （競走中止） １３８．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，９８０，４００円 複勝： １８，７７８，９００円 枠連： １５，０５９，６００円

普通馬連： ４４，８０４，８００円 馬単： ３３，３７９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，４８７，４００円

３連複： ５４，６９４，６００円 ３連単： ９１，５９９，５００円 計： ２８８，７８４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １９０円 � １６０円 � ２３０円 枠 連（１－４） ７８０円

普通馬連 �� １，２００円 馬 単 �� ２，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ７６０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ３，８８０円 ３ 連 単 ��� ２１，２００円

票 数

単勝票数 計 １４９８０４ 的中 � ２２１０７（３番人気）
複勝票数 計 １８７７８９ 的中 � ２５８０７（４番人気）� ３５６６０（２番人気）� １９１３３（５番人気）
枠連票数 計 １５０５９６ 的中 （１－４） １４２６７（４番人気）
普通馬連票数 計 ４４８０４８ 的中 �� ２７７６３（５番人気）
馬単票数 計 ３３３７９３ 的中 �� ９０１５（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５４８７４ 的中 �� ６３８５（６番人気）�� ５０２３（９番人気）�� ４４９９（１１番人気）
３連複票数 計 ５４６９４６ 的中 ��� １０４２８（１３番人気）
３連単票数 計 ９１５９９５ 的中 ��� ３１８９（６７番人気）

上り １マイル １：４９．２ ４F ５４．７－３F ４１．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コ ー ド �
�
父 エアエミネム �

�
母父 タニノフエバリツト デビュー ２００８．７．１２ 函館９着

２００６．３．２７生 牡４鹿 母 フェバリットアベイ 母母 タニノアベイ 障害：９戦１勝 賞金 １２，９００，０００円
〔競走中止〕 オンワードシェルタ号は，１周目３号障害〔いけ垣〕着地時に騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。

カシマレジェンド号は，２周目５号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



０５０２９ ３月６日 小雨 稍重 （２２中山２）第３日 第５競走 ��１，８００�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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

５１０ ソウルフルヴォイス 牝３鹿 ５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：５２．２ １．７�

６１１ ホワイトミーナ 牝３芦 ５４ 小野 次郎阿部雅一郎氏 小林 常泰 平取 高橋 啓 ４５０－ ６１：５３．０５ ４４．６�
１１ ユメノトキメキ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠諸江 幸祐氏 勢司 和浩 浦河 多田 善弘 ４５２－１２１：５３．１� １８．９�
２４ マキシムカフェ 牝３黒鹿５４ 小島 太一西川 恭子氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 ４５０－ ４１：５３．２クビ ５８．６�
３６ オブジェンヌ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広遠藤 喜松氏 牧 光二 新ひだか 沖田 忠幸 ４２６＋１２ 〃 ハナ １７３．０�
８１６ アバンギャルナ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二柴田 洋一氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０－ ４ 〃 クビ ５．５�
６１２ スーパークローザー 牝３鹿 ５４ 幸 英明千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか 白井 吉美 ４１８± ０１：５３．３� １２．１�
４７ ウインディーリング 牝３青鹿５４ 三浦 皇成細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 日高 藤本ファーム ４２４－ ８１：５３．４クビ ２２．８	
２３ チーリープロット 牝３栗 ５４ 的場 勇人吉田 和子氏 高木 登 日高 正和山本牧場 ４４２－ ２１：５３．６１� ２４８．７

３５ サマーフィオーレ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹セゾンレースホース� 高橋 裕 新冠 コスモヴューファーム ４７８－ ６１：５３．９１� ８．１�
１２ エニイサンデー 牝３栗 ５４ 武士沢友治加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 山田牧場 ４１２－ ２ 〃 クビ １３０．７
８１５ セカンドチャーター 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真広田 伸七氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム B４３２－ ２１：５４．１１� ２５１．３�
４８ キマグレオンナ 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮北所 直人氏 佐藤 全弘 日高 浜本牧場 ４５６－１０１：５４．４１� ２６８．０�
７１３ ベルガマスク 牝３鹿 ５４ 松岡 正海伊達 敏明氏 松山 将樹 日高 サンシャイン

牧場 ４２４± ０１：５４．７２ １０．６�
５９ グレースヒロイン 牝３芦 ５４ 大庭 和弥小野 博郷氏 浅野洋一郎 日高 春木 昭雄 ４４８＋１２１：５４．８クビ ２１２．２�
７１４ タマモカクレンボ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣タマモ� 伊藤 伸一 新ひだか 前田牧場 ４３０＋ ６１：５６．９大差 ２２１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４２６，１００円 複勝： ３４，００２，９００円 枠連： １６，０４９，６００円

普通馬連： ５８，８６７，６００円 馬単： ４７，４５１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９３４，３００円

３連複： ６９，４２４，８００円 ３連単： １１７，９４３，６００円 計： ３８７，１００，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ７２０円 � ３３０円 枠 連（５－６） ６６０円

普通馬連 �� ４，１９０円 馬 単 �� ５，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� ５４０円 �� ６，４００円

３ 連 複 ��� １２，１３０円 ３ 連 単 ��� ５１，６００円

票 数

単勝票数 計 ２１４２６１ 的中 � １０３４２９（１番人気）
複勝票数 計 ３４００２９ 的中 � １６２０９３（１番人気）� ６７７９（９番人気）� １７４８１（６番人気）
枠連票数 計 １６０４９６ 的中 （５－６） １８１０７（３番人気）
普通馬連票数 計 ５８８６７６ 的中 �� １０３７９（１４番人気）
馬単票数 計 ４７４５１９ 的中 �� ６３５９（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９３４３ 的中 �� ４６８１（１２番人気）�� １０７５５（５番人気）�� ７９１（４４番人気）
３連複票数 計 ６９４２４８ 的中 ��� ４２２４（３３番人気）
３連単票数 計１１７９４３６ 的中 ��� １６８７（１４２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１２．３―１２．４―１２．７―１３．２―１２．８―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．５―４８．９―１：０１．６―１：１４．８―１：２７．６―１：３９．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソウルフルヴォイス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１．１０ 中山２着

２００７．２．３生 牝３鹿 母 トレアンサンブル 母母 ダイナアクトレス ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００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〕 タマモカクレンボ号は，平成２２年４月６日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 アクエリアスブルー号・カシノアイリス号・ラハイナ号



０５０３０ ３月６日 曇 重 （２２中山２）第３日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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
１：４７．８

重

重

２３ アドバンスペリー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸西川 隆士氏 池上 昌弘 新冠 川上牧場 ４８２ ―１：５６．０ ３．８�

３４ トウカイカラー 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一内村 正則氏 成島 英春 むかわ エスティウィンファーム ４２２ ―１：５６．５３ ８．４�
１１ グラスアタック 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４５０ ―１：５６．７１� ３１．５�
４６ ツクバキング �３黒鹿５６ 幸 英明荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ４８２ ―１：５６．８� ６．２�
６１１ スペースハルサヤ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成金山 克己氏 加藤 和宏 新ひだか 水丸牧場 ４９０ ―１：５７．５４ ２５．４�
５８ ロックフルマーク 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣小原 巖氏 本郷 一彦 新冠 飛渡牧場 ４１２ ―１：５８．１３� １６．５�
６１０ ヒラボクキセキ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝	平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ５２６ ―１：５８．５２� ２．６

５９ セブンウッド 牡３黒鹿５６ 的場 勇人�リーヴァ 矢作 芳人 新ひだか 出羽牧場 ４７８ ―１：５８．９２� ８４．９�
７１２ デルマアグリッピナ 牝３鹿 ５４ 江田 照男浅沼 廣幸氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４５６ ― 〃 ハナ ２１．５�
７１３ エリモアーティスト 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三山本 敏晴氏 佐々木晶三 浦河 中島牧場 ５０８ ―１：５９．２２ ２８．０
２２ クオリティブレンド 牡３青鹿５６ 戸崎 圭太臼田 浩義氏 秋山 雅一 日高 日高大洋牧場 ５００ ―１：５９．６２� ２２．３�

（大井）

４７ ディエスイレ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 IHR 菊川 正達 新冠 中村農場 ４７８ ―２：０１．９大差 １２０．６�
８１４ サ ン キ ッ ス 牝３栗 ５４ 吉田 豊 �丸幸小林牧場 田村 康仁 浦河 地興牧場 ５３６ ―２：０２．２２ ３５．９�
８１５ エスケープボーイ 牡３栗 ５６ 加藤士津八�向別牧場 加藤 和宏 浦河 向別牧場 ５０６ ―２：０３．２６ １９０．６�
３５ ゴールデンドラフト 牡３栗 ５６ 小林 淳一大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム ４７８ ―２：０４．８１０ １２１．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，９０５，８００円 複勝： ２４，１５６，３００円 枠連： １８，９５５，２００円

普通馬連： ５６，７５８，１００円 馬単： ４１，１６３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４７２，５００円

３連複： ６１，５７１，８００円 ３連単： ９８，０４７，１００円 計： ３４０，０３０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � ２５０円 � ５８０円 枠 連（２－３） １，２７０円

普通馬連 �� １，６９０円 馬 単 �� ２，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� １，３７０円 �� １，８２０円

３ 連 複 ��� ９，０２０円 ３ 連 単 ��� ３９，６３０円

票 数

単勝票数 計 １８９０５８ 的中 � ４０１６９（２番人気）
複勝票数 計 ２４１５６３ 的中 � ４７００２（２番人気）� ２５６２９（４番人気）� ８６５１（１０番人気）
枠連票数 計 １８９５５２ 的中 （２－３） １１０６０（６番人気）
普通馬連票数 計 ５６７５８１ 的中 �� ２４８７０（５番人気）
馬単票数 計 ４１１６３５ 的中 �� １０６１８（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４７２５ 的中 �� ８６０８（５番人気）�� ３６０５（１７番人気）�� ２６８４（２２番人気）
３連複票数 計 ６１５７１８ 的中 ��� ５０３９（３０番人気）
３連単票数 計 ９８０４７１ 的中 ��� １８２６（１０８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３８．２―５２．１―１：０５．２―１：１７．９―１：３０．４―１：４２．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドバンスペリー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００７．３．１９生 牡３鹿 母 トーヨートーヤコ 母母 サンダードーム １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンキッス号・エスケープボーイ号・ゴールデンドラフト号は，平成２２年４月６日まで平地競走に

出走できない。
※出走取消馬 リーガルボーイ号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０５０３１ ３月６日 曇 重 （２２中山２）第３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

１２ ミッキーデジタル 牡３栗 ５６ 四位 洋文野田みづき氏 森 秀行 新ひだか 千代田牧場 ４４８－ ６１：１０．８ ６．２�

６１２� セイウンシェンロン 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹西山 茂行氏 河野 通文 米 Brilliant
Stables Inc. ４５０＋ ４１：１１．６５ ３．８�

８１６ オ ク ル ス 牝３鹿 ５４ 田中 勝春山本弥恵子氏 松永 康利 青森 明成牧場 ４５０－ ４１：１１．７クビ ２．４�
２３ コスモイルダーナ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 ４６４－ ２１：１２．０１� ４０．１�
４８ ニシノブイシェープ 牡３栗 ５６ 北村 宏司西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ５０２－ ６ 〃 クビ １３．４�
３６ マイネルパシュクル 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４９２＋２８１：１２．２１� １３．１�
２４ エーシンアマゾーン 牝３栗 ５４ 吉田 豊�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 有限会社

吉田ファーム ４７０± ０ 〃 クビ １３６．９	
７１４ ハードパワー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣中澤 幸幹氏 高橋 裕 日高トヨサトアライファーム ４６２－ ８ 〃 ハナ ４６．２

１１ ランドスパウト 牝３青 ５４ 幸 英明吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２１：１２．４� ７１．２�
５１０ マドモアゼルノン 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４２６－１０ 〃 クビ ３２１．１
８１５ オ ネ ス ト 牝３黒鹿５４ 武士沢友治�ミルファーム 保田 一隆 浦河 ミルファーム ４０６－ ２１：１２．６１� ２７１．０�
４７ デュアルサクセス 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４２８－ ２１：１２．７	 ７．４�
７１３ ロックザネーション 牡３黒鹿５６ 村田 一誠田中 春美氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 ４８４－ ４１：１２．８� ８９．６�
３５ ディアコトミ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４３４± ０１：１２．９クビ ３７．９�
６１１
 プルシャンブルー 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 小久保 智 むかわ 真壁 信一 ５３６＋ ３１：１３．０	 ９１．６�

（浦和） （大井）

５９ ケイアイツバキ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４６４－ ６１：１３．８５ ４０９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，１９８，０００円 複勝： ３６，１１５，９００円 枠連： ２３，３０５，８００円

普通馬連： ７６，２２０，７００円 馬単： ５１，００７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，７０１，１００円

３連複： ８５，０７６，７００円 ３連単： １３３，３３３，２００円 計： ４５８，９５９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（１－６） １，１５０円

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� ３，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ４００円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，２９０円 ３ 連 単 ��� １１，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２６１９８０ 的中 � ３３５３４（３番人気）
複勝票数 計 ３６１１５９ 的中 � ４３５３２（４番人気）� ６８３３０（２番人気）� ９４１５８（１番人気）
枠連票数 計 ２３３０５８ 的中 （１－６） １４９７０（６番人気）
普通馬連票数 計 ７６２２０７ 的中 �� ３８８１２（６番人気）
馬単票数 計 ５１００７８ 的中 �� １１１８０（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７７０１１ 的中 �� １１６７３（５番人気）�� １６５１７（３番人気）�� ３２８８６（１番人気）
３連複票数 計 ８５０７６７ 的中 ��� ４８６９３（２番人気）
３連単票数 計１３３３３３２ 的中 ��� ８５４５（２５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．６―１２．０―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．３―４６．３―５８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーデジタル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．２２ 小倉８着

２００７．２．２４生 牡３栗 母 キャトルセゾン 母母 エミネントガール ６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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アイシークレット号・ジルコニア号・タマビッグボス号・トーセンモーション号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０５０３２ ３月６日 雨 不良 （２２中山２）第３日 第８競走 ��
��１，２００�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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１６� オーシャンカレント 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二吉田 和美氏 須貝 尚介 早来 ノーザンファーム ４９２－ ８１：１０．９ １．６�

４７ ヴェリーハード 牡４黒鹿５７ 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 ４９４－ ２１：１１．２２ ２４．３�
６１１� コスモパイレット 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 米 Chester Broman &

Mary R. Broman ５４８＋３６ 〃 クビ ７５．１�
２４ � パープルマジック 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹水上 行雄氏 柴田 政人 新ひだか 塚田 達明 ４６０－ ２ 〃 アタマ ２２．９�
８１５ ランブルジャンヌ 牝５鹿 ５５ 田中 勝春�ターフ・スポート的場 均 浦河 谷川牧場 ５０４＋ ２１：１１．５１	 ７．６�
４８ ニシノシズル 牝５芦 ５５ 田辺 裕信西山 茂行氏 清水 英克 鵡川 西山牧場 ４５４＋ ４１：１１．６
 １１９．１�
１２ ディパーチャーズ �４鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４－ ２ 〃 アタマ ７．６	

５９ メイショウドレイク 牡５黒鹿５７ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５２０－ ６１：１１．７クビ ３７．６

３５ マッシュアップ 牡５栗 ５７ 中谷 雄太 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４６４－ ６ 〃 クビ ２８２．６�
１１ � ホクセツポイント 牡４鹿 ５７

５４ ▲菅原 隆一平島 尚武氏 保田 一隆 新冠 ムラカミファーム ４３０－１５１：１２．０１	 ５５．４
２３ マイネルポンピオン 牡５芦 ５７ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B４８２＋ ２１：１２．２１
 ２６１．９�
５１０ ジョーレオーネ 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成上田けい子氏 萩原 清 新冠 平山牧場 ４６４＋ ８１：１２．５１	 ４７．６�
６１２ カズノウォーニング 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太鈴木 可一氏 小笠 倫弘 浦河 福田牧場 ４４６＋１４１：１２．６
 １１．２�

（大井）

７１３ キングオブハイシー 牡６鹿 ５７ 北村 宏司�ミルファーム 保田 一隆 門別 小西ファーム ４８２－ ８１：１２．７	 ７６．６�
７１４� ミ ル ト ス 牝４鹿 ５５ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 富菜牧場 ４６６－ １ 〃 ハナ ２２．８�
３６ � ジューンブライド 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝飯田 正剛氏 大竹 正博 静内 千代田牧場 ４９２－ ６１：１２．９	 ４６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，４７６，４００円 複勝： ４９，２９９，１００円 枠連： ２６，９０９，５００円

普通馬連： ８６，６８５，２００円 馬単： ６３，４２４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，０８９，６００円

３連複： １００，２８２，１００円 ３連単： １７５，７２７，７００円 計： ５６５，８９４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３２０円 � １，４５０円 枠 連（４－８） ８３０円

普通馬連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ２，１４０円 �� ８，７００円

３ 連 複 ��� ２３，８７０円 ３ 連 単 ��� ６５，６４０円

票 数

単勝票数 計 ３０４７６４ 的中 � １５７２９２（１番人気）
複勝票数 計 ４９２９９１ 的中 � ２３７８９７（１番人気）� ２６３６７（５番人気）� ４６１６（１３番人気）
枠連票数 計 ２６９０９５ 的中 （４－８） ２４０６５（４番人気）
普通馬連票数 計 ８６６８５２ 的中 �� ６３５４４（４番人気）
馬単票数 計 ６３４２４７ 的中 �� ２８６６２（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３０８９６ 的中 �� ２９３８７（３番人気）�� ３５４９（２３番人気）�� ８４８（６１番人気）
３連複票数 計１００２８２１ 的中 ��� ３１０１（６２番人気）
３連単票数 計１７５７２７７ 的中 ��� １９７６（１７９番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．６―１１．４―１２．１―１１．９―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．４―３３．８―４５．９―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オーシャンカレント �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Avenue of Flags

２００６．３．２４生 牡４鹿 母 レッドヴェルベット 母母 Excellent Lady ２戦１勝 賞金 ９，３００，０００円
地方デビュー ２００９．１０．７ 門別

〔発走状況〕 ディパーチャーズ号は，枠入り不良。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０５０３３ ３月６日 雨 重 （２２中山２）第３日 第９競走 ��
��１，６００�

お う ば い

黄 梅 賞
発走１４時３５分 （芝・右・外）

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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

１２ ニーマルオトメ 牝３栗 ５４ 藤田 伸二板橋 秋氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 ４７０－ ２１：３７．３ １６．４�

２４ ソルプリマベラ 牝３鹿 ５４ 江田 照男小河 一�氏 国枝 栄 平取 清水牧場 ４２０± ０１：３７．７２� ６６．３�
５９ ウインマリアベール 牝３栗 ５４ 内田 博幸�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４４＋ ６ 〃 ハナ １９．２�
８１６ マイネルナタリス 牡３黒鹿５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム ４５６－ ８１：３７．８クビ ２４．５�
１１ ダイワアセット 牡３黒鹿５６ 田中 勝春大城 敬三氏 的場 均 新ひだか フジワラフアーム ４８８＋ ４１：３８．０１ ２．９�
３６ レッドクロス 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４５４＋ ２ 〃 アタマ ６．１	
３５ � セイウンジャガーズ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud ４６０－ ４ 〃 アタマ ７．４

５１０ ヤマニンシャスール 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４５６－ ２１：３８．１クビ ５６．６�

（大井）

８１５ トーセンパーシモン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 沖田 哲夫 ５０６－１０１：３８．３１� １４７．４�
７１３ タ バ ル ナ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８－ ４１：３８．４� ４．２
６１２ オリオンザポラリス 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 ４４６＋２０ 〃 クビ １９８．３�
６１１ インプレッシヴデイ 牡３芦 ５６ 四位 洋文藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ４８６－１４１：３８．５クビ １７．０�
４８ タマビッグボス 牡３青鹿５６ 吉田 豊玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４８６－ ２ 〃 クビ ７２．０�
７１４ レインスティック 牡３栗 ５６ 伊藤 工真 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４４８＋ ２１：３８．７１� １４．８�
４７ フィールマイハート 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 ４６２－１０１：３８．８	 ４０．５�
２３ コスモソルスティス 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 清水 利章 日高 富川田中牧場 ４４２－１２１：３８．９クビ １８４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，００８，３００円 複勝： ５４，０７４，３００円 枠連： ４０，１３４，０００円

普通馬連： １３９，４９０，８００円 馬単： ８３，１２９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，００１，２００円

３連複： １４２，５０５，８００円 ３連単： ２５２，８８７，０００円 計： ７８８，２３１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６４０円 複 勝 � ４６０円 � １，５５０円 � ６３０円 枠 連（１－２） ４，２２０円

普通馬連 �� ２８，２２０円 馬 単 �� ５８，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，０５０円 �� ３，５２０円 �� ７，８９０円

３ 連 複 ��� １１４，８２０円 ３ 連 単 ��� ８１１，４４０円

票 数

単勝票数 計 ３４００８３ 的中 � １６３４１（６番人気）
複勝票数 計 ５４０７４３ 的中 � ３３２３０（５番人気）� ８５６６（１２番人気）� ２２８４２（８番人気）
枠連票数 計 ４０１３４０ 的中 （１－２） ７０３１（１７番人気）
普通馬連票数 計１３９４９０８ 的中 �� ３６４９（５８番人気）
馬単票数 計 ８３１２９９ 的中 �� １０５５（１１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２００１２ 的中 �� １７０７（５７番人気）�� ２９６２（３６番人気）�� １３０４（６４番人気）
３連複票数 計１４２５０５８ 的中 ��� ９１６（２１２番人気）
３連単票数 計２５２８８７０ 的中 ��� ２３０（１３１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．８―３６．８―４８．９―１：０１．２―１：１３．０―１：２５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．１

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ニーマルオトメ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Forest Wildcat デビュー ２００９．７．１２ 福島９着

２００７．４．１５生 牝３栗 母 フォレストゾーン 母母 Give Me Liberty ７戦２勝 賞金 ２０，８５６，０００円
※タマビッグボス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０５０３４ ３月６日 雨 重 （２２中山２）第３日 第１０競走 ��
��１，８００�スピカステークス

発走１５時１０分 （芝・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

１１ ショウナンライジン 牡６芦 ５７ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１４± ０１：５１．５ ２１．５�

２２ � ゴールディーロック 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４８４± ０１：５１．７１� ２４．２�
３３ アドバンスヘイロー 牡４青鹿５７ 田中 勝春西川 隆士氏 河野 通文 新冠 佐藤 信広 ４６２－ ２ 〃 ハナ ５．０�
７９ ケイアイドウソジン 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新冠 村田牧場 ５０２－ ４１：５１．８クビ ４．４�

（大井）

４４ ブルーマーテル 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４５８－ ８ 〃 クビ ７．１�
５５ � スカイリュウホー 牡６鹿 ５７ 松岡 正海小林 久義氏 平田 修 門別 下河辺牧場 ４５０－ ６ 〃 アタマ ６．２�
６７ � スマートステージ 牡５鹿 ５７ 村田 一誠大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B５０８＋１２１：５１．９� ５．５	
６８ アペリティフ 	７鹿 ５７ 幸 英明前田 幸治氏 坪 憲章 千歳 社台ファーム ５０６－１０１：５２．０� １０．６

７１０ グレートバルサー 牡９青鹿５７ 田辺 裕信大河内一権氏 柴崎 勇 静内 小倉 光博 ４８４＋ ４１：５２．６３� ２２６．６�
８１２ グロリアスウィーク 牡７鹿 ５７ 中谷 雄太 �グリーンファーム 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４７２－ ６１：５３．０２� ４６．２�
８１１ パールシャドウ 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二飯塚 知一氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：５３．１クビ １４．２
５６ テラノファントム 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成寺田 寿男氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム B４５０＋ ６１：５３．２
 １４．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２９，８１２，６００円 複勝： ４９，１７４，５００円 枠連： ３１，０１６，０００円

普通馬連： １４８，９８２，１００円 馬単： ７９，０１５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，４７３，７００円

３連複： １４６，４８６，６００円 ３連単： ２７４，３５４，１００円 計： ７９８，３１５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１５０円 複 勝 � ５４０円 � ５６０円 � ２３０円 枠 連（１－２） １２，１００円

普通馬連 �� ２０，３５０円 馬 単 �� ３４，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，７７０円 �� １，７４０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ２１，０１０円 ３ 連 単 ��� １５８，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２９８１２６ 的中 � １０９６０（９番人気）
複勝票数 計 ４９１７４５ 的中 � ２２３６７（９番人気）� ２１０３９（１０番人気）� ６６４４５（３番人気）
枠連票数 計 ３１０１６０ 的中 （１－２） １８９２（３０番人気）
普通馬連票数 計１４８９８２１ 的中 �� ５４０４（４８番人気）
馬単票数 計 ７９０１５６ 的中 �� １６６７（８８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９４７３７ 的中 �� ２５２３（４３番人気）�� ５６０８（２８番人気）�� ７５４９（１９番人気）
３連複票数 計１４６４８６６ 的中 ��� ５１４６（８１番人気）
３連単票数 計２７４３５４１ 的中 ��� １２７９（５２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．６―３７．２―４９．６―１：０２．０―１：１４．３―１：２６．６―１：３８．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンライジン �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Highest Honor デビュー ２００６．７．２３ 函館４着

２００４．２．１９生 牡６芦 母 ボ ー テ 母母 Gold Peble ４７戦４勝 賞金 ７８，７０８，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０５０３５ ３月６日 雨 重 （２２中山２）第３日 第１１競走 ��
��１，２００�第５回夕刊フジ賞オーシャンステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，２１．３．７以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬３�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２�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，２１．３．６以前のG
Ⅰ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（ただし２歳時の成績を除く）

夕刊フジ賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ６３７，０００円 １８２，０００円 ９１，０００円
生産者賞 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

２３ � キンシャサノキセキ 牡７鹿 ５８ 四位 洋文吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Arrowleave
Joint Venture ５０４± ０１：０９．８ ４．２�

４８ � エーシンエフダンズ 牡６黒鹿５６ 内田 博幸�栄進堂 藤岡 健一 米 Winches-
ter Farm ５１０－ ６ 〃 クビ １６．４�

３６ � シンボリグラン 牡８芦 ５７ 戸崎 圭太シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro
Wada B５４４＋ ４ 〃 アタマ １６．５�

（大井）

１２ プレミアムボックス 牡７鹿 ５７ 幸 英明 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５３６± ０１：０９．９� １１．９�
３５ ファイングレイン 牡７黒鹿５８ 勝浦 正樹 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９６± ０ 〃 クビ ９８．４�
６１２ ランチボックス 牡５鹿 ５６ 後藤 浩輝馬場 幸夫氏 浅見 秀一 静内 矢野牧場 ５２２－１０１：１０．１１	 ２５．０	
６１１ サンクスノート 牝５鹿 ５４ 木幡 初広下河
行雄氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ４９２＋１０ 〃 クビ ２１．２�
７１４ サンダルフォン 牡７鹿 ５７ 吉田 豊�ノースヒルズ 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５４２＋ ６１：１０．２クビ ４８．１�
４７ セブンシークィーン 牝４栗 ５４ 三浦 皇成吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７４－ ２ 〃 クビ ２８．６
２４ アイルラヴァゲイン 牡８鹿 ５６ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５２０＋ ８１：１０．３クビ ６．８�
１１ ピサノパテック 牡８栗 ５６ 田中 勝春市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５１２＋ ２ 〃 クビ ４９．７�
７１３
 アーバニティ 牡６黒鹿５７ 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５１４＋１０ 〃 アタマ ９．６�
８１５ エーシンビーセルズ 牡４黒鹿５６ 柴田 善臣�栄進堂 松永 昌博 浦河 多田 善弘 ４６８－１０１：１０．４クビ ２６．７�
５１０ シャウトライン 牡６青鹿５６ 柴山 雄一�協和牧場 坂口 正大 新冠 協和牧場 ４９４－１８１：１０．５� ２０．７�
５９ グランプリエンゼル 牝４栃栗５５ 熊沢 重文北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４３６＋ ２１：１０．６� １５．６�
８１６ ショウナンカザン 牡５鹿 ５６ 藤田 伸二国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４９２＋ ２１：１２．２１０ ４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８９，２５３，６００円 複勝： １３１，１０１，５００円 枠連： １０６，５０９，１００円

普通馬連： ４９６，９２０，７００円 馬単： ２４３，５６７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４０，１６０，８００円

３連複： ６５３，１３７，２００円 ３連単： １，１３２，５６０，２００円 計： ２，９９３，２１０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � ２３０円 � ３８０円 � ４２０円 枠 連（２－４） ２，１００円

普通馬連 �� ５，６００円 馬 単 �� ８，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２１０円 �� １，４３０円 �� ２，５８０円

３ 連 複 ��� ２１，３６０円 ３ 連 単 ��� １１２，３６０円

票 数

単勝票数 計 ８９２５３６ 的中 � １６９４２０（２番人気）
複勝票数 計１３１１０１５ 的中 � １７５１２３（２番人気）� ８７１３７（６番人気）� ７６１４３（７番人気）
枠連票数 計１０６５０９１ 的中 （２－４） ３７４５６（１３番人気）
普通馬連票数 計４９６９２０７ 的中 �� ６５４８９（２０番人気）
馬単票数 計２４３５６７４ 的中 �� ２０２９１（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４０１６０８ 的中 �� １５５３６（２４番人気）�� ２４５８１（１３番人気）�� １３２５０（３３番人気）
３連複票数 計６５３１３７２ 的中 ��� ２２５７３（７６番人気）
３連単票数 計１１３２５６０２ 的中 ��� ７４３９（３５０番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．１―１１．４―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．４―４４．８―５６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３６．４
３ ・（７，９）１１（８，１６）（４，６）１３（３，１２，１５）１０（５，１４）２，１ ４ ・（７，９）（８，１１）（３，４，６，１６）（１２，１３，１５）（５，１０）１４（１，２）

勝馬の
紹 介

�キンシャサノキセキ �
�
父 Fuji Kiseki �

�
母父 Pleasant Colony デビュー ２００５．１２．３ 中山１着

２００３．９．２４生 牡７鹿 母 Keltshaan 母母 Featherhill ２５戦９勝 賞金 ４６１，６２６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 アポロフェニックス号・ウエスタンビーナス号・ウォーターオーレ号・ジェルミナル号・ソルジャーズソング号・

ダンスフォーウィン号・チェレブリタ号・ポートラヴ号・マチカネハヤテ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０５０３６ ３月６日 雨 不良 （２２中山２）第３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，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
１：４７．８

重

重

７１３ ブラストヘッド 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム B５０２＋ ２１：５２．６ １１．５�

８１５ シルクイーグル 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４９８＋ ２１：５３．２３� ９．５�
６１０ ディオスクロイ 牡６栗 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５００－ ８１：５３．４１� １２．７�
４７ トップキングダム 牡４栗 ５７ 内田 博幸�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４６８－ ４１：５３．７１� ２．７�
３５ ビッグスワン 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹臼倉 勲氏 斎藤 誠 浦河 バンブー牧場 ５１８＋ ８１：５３．９１� １２７．８�
４６ コスモフォース 牡４鹿 ５７ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 様似 土井 仁 ５２８＋１０ 〃 ハナ ９．４�
５９ エ ジ ソ ン 牡４栗 ５７ 北村 宏司重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ５１８＋ ２１：５４．３２� １４．７	
７１２	 グラスゴッド 牡６栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真半沢� 大江原 哲 浦河 中神牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ １４７．４

８１４
 エーシントゥルボー 牝６鹿 ５５ 吉田 豊�栄進堂 大久保洋吉 米 Winches-

ter Farm ５２０± ０１：５４．５１� １５．５�
２３ アサクサゼットキ 牡７鹿 ５７ 藤田 伸二田原 慶子氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５１６± ０ 〃 クビ ６．０
１１ チャリティショウ 牡６栗 ５７ 武士沢友治加藤 徹氏 柴田 政人 門別 本田 武雄 ５０４± ０ 〃 ハナ ２４７．８�
３４ アバレダイコ 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ５３６－ ８１：５４．６クビ １６．２�
５８ メイショウオニカゲ 牡５黒鹿５７ 田中 勝春松本 好雄氏 安田 隆行 門別 下河辺牧場 ４５２－１０１：５４．７� １０．９�
２２ マチカネオオバン 牡８栗 ５７

５４ ▲水口 優也細川 益男氏 田村 康仁 新冠 細川農場 ４９４＋ ４１：５５．４４ ２６７．０�
６１１ ソルモンターレ 牡４鹿 ５７ 小林慎一郎�ターフ・スポート矢作 芳人 浦河 谷川牧場 ４６０－ ６１：５５．５� ３３．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４８，０６６，２００円 複勝： ７０，３４６，６００円 枠連： ５０，１７７，０００円

普通馬連： １７６，７０３，５００円 馬単： １０２，１７５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，１９７，４００円

３連複： ２０２，１２１，８００円 ３連単： ３７３，０７０，９００円 計： １，０８０，８５９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１５０円 複 勝 � ３８０円 � ２９０円 � ３８０円 枠 連（７－８） ２，２２０円

普通馬連 �� ４，７４０円 馬 単 �� ８，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８８０円 �� ２，４００円 �� １，７９０円

３ 連 複 ��� １８，１１０円 ３ 連 単 ��� １１５，８３０円

票 数

単勝票数 計 ４８０６６２ 的中 � ３２９８３（６番人気）
複勝票数 計 ７０３４６６ 的中 � ４７８７７（７番人気）� ６７９９５（３番人気）� ４７３１３（８番人気）
枠連票数 計 ５０１７７０ 的中 （７－８） １６７０１（１１番人気）
普通馬連票数 計１７６７０３５ 的中 �� ２７５５４（１９番人気）
馬単票数 計１０２１７５９ 的中 �� ８９２２（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８１９７４ 的中 �� ７６５７（２７番人気）�� ５９２９（４０番人気）�� ８０３９（２３番人気）
３連複票数 計２０２１２１８ 的中 ��� ８２３８（６８番人気）
３連単票数 計３７３０７０９ 的中 ��� ２３７７（３９９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．９―１３．１―１３．６―１２．７―１２．８―１２．４―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．５―３７．６―５１．２―１：０３．９―１：１６．７―１：２９．１―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３５．９
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブラストヘッド �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．３．１４ 中山１４着

２００６．２．９生 牡４鹿 母 ディアボレッサ 母母 デビルズブライド １２戦３勝 賞金 ２９，５９０，０００円



（２２中山２）第３日 ３月６日（土曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
重後不良

競走回数 １２回 出走頭数 １８４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

２４２，８５０，０００円
２，１３０，０００円
１３，３３０，０００円
１，８９０，０００円
２４，１７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，７４９，０００円
５，７３０，８００円
１，８２１，６００円

勝馬投票券売得金
３６６，５０１，０００円
５５９，５８３，８００円
３８５，６３０，８００円
１，４６１，８２６，５００円
８６２，６３９，５００円
４６２，９９１，０００円
１，７２４，７７１，１００円
２，９５３，６７５，１００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ８，７７７，６１８，８００円

総入場人員 ２０，５５３名 （有料入場人員 １８，６９０名）




