
０５０６１ ３月１４日 晴 良 （２２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）

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

１１ ノボシャンパーニュ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 B４８２＋ ４１：１２．９ １．９�

４７ ディアイリス 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠�樽さゆり氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ４３６± ０ 〃 クビ １０．９�
３６ サングレアズール 牝３鹿 ５４ 松岡 正海青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 B４８６－ ２１：１３．１１� ５．１�
２３ タマモワルツ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ４７６＋ ６１：１３．２クビ １０．２�
５９ プリンシプルレディ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義�大北牧場 伊藤 圭三 浦河 大北牧場 ４３４± ０１：１３．４１ ５．１�
４８ コスモルアノーヴァ 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム ４２８＋ ４１：１５．５大差 ６４．６	
１２ アーティカル 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣�三嶋牧場 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 ４４２－ ８ 〃 クビ ２７．２

６１１ ハニカミスマイル 牝３鹿 ５４ 青木 芳之島田 久氏 尾関 知人 日高 今井牧場 ４３８＋１２１：１５．８１� １９３．１�
８１５ ニコニコトート 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥苅部康太郎氏 浅野洋一郎 新ひだか 原口牧場 ４３８＋ ６１：１５．９クビ １７１．８�
８１６ プロスパーストーム 牝３鹿 ５４ 的場 勇人飯田 正剛氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４２６－ ２１：１６．１１� ２５９．０
７１３ スープカレー 牝３鹿 ５４ 木幡 初広簗詰 貴彦氏 本間 忍 新ひだか 鳥井牧場 ４００ ―１：１６．７３� ２１１．２�
７１４ カシノアイリス 牝３青鹿５４ 池崎 祐介柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 中村 雅明 ４３２＋ ２ 〃 ハナ ４３９．４�
６１２ セレブレイション 牝３栗 ５４ 小林 淳一�小林牧場 高橋 祥泰 浦河 浦河小林牧場 ４１４ ―１：１７．０１� ５３．０�
３５ セレソローサ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 ４５２＋ ４１：１８．２７ １８．７�

（１４頭）
２４ クロールアップ 牝３鹿 ５４ 江田 照男増山 武志氏 中川 公成 新ひだか 桜井牧場 ４５０－ ４ （競走除外）

５１０ アンジェラスクイン 牝３栗 ５４ 北村 宏司 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 浦河 金成吉田牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １８，００７，１００円 複勝： ３２，７３１，５００円 枠連： １５，７９５，３００円

普通馬連： ５３，３５０，１００円 馬単： ４３，０８７，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６３６，２００円

３連複： ６６，６５８，３００円 ３連単： １１１，４０５，６００円 計： ３６０，６７１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � １８０円 枠 連（１－４） ６４０円

普通馬連 �� ８１０円 馬 単 �� １，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ３１０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� １，４１０円 ３ 連 単 ��� ５，４６０円

票 数

単勝票数 差引計 １８００７１（返還計 １０８２） 的中 � ７５９７８（１番人気）
複勝票数 差引計 ３２７３１５（返還計 ３００４） 的中 � １６７３５９（１番人気）� ２４４５０（４番人気）� ３１３６０（３番人気）
枠連票数 差引計 １５７９５３（返還計 ２８４） 的中 （１－４） １８４１９（３番人気）
普通馬連票数 差引計 ５３３５０１（返還計 １２６９９） 的中 �� ４８７２６（３番人気）
馬単票数 差引計 ４３０８７８（返還計 ８１６０） 的中 �� ２７５０８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １９６３６２（返還計 ７０６８） 的中 �� １４２２５（３番人気）�� １６８７６（２番人気）�� ５８６８（１１番人気）
３連複票数 差引計 ６６６５８３（返還計 ３１４２６） 的中 ��� ３４８９２（４番人気）
３連単票数 差引計１１１４０５６（返還計 ４７５６２） 的中 ��� １５０６６（１１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．８―１２．３―１２．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３５．０―４７．３―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノボシャンパーニュ �
�
父 ノボジャック �

�
母父 Gone West デビュー ２００９．９．１３ 中山６着

２００７．５．１生 牝３栗 母 ノボサンシャイン 母母 Hidden Dreams ８戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔出走取消〕 アンジェラスクイン号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔競走除外〕 クロールアップ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セレブレイション号・セレソローサ号は，平成２２年４月１４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。
（非当選馬） ２頭 カシノアレグロ号・ビコーペグー号
（非抽選馬） １頭 オンワードチアフル号



０５０６２ ３月１４日 晴 良 （２２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）

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

３５ キリキングスター 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�本桐牧場 清水 英克 新ひだか 本桐牧場 ５０８＋ ６１：５５．６ ２．７�

５１０ リバティバランス 牡３黒鹿５６ 内田 博幸吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５３０± ０１：５６．４５ １０．７�
６１１ レッドシャリオ 牡３栗 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 三城牧場 ４９８－ ２ 〃 ハナ ５．１�
６１２ レチタティーヴォ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝山上 和良氏 菊川 正達 日高 横井 哲 ４４８－ ８１：５６．７２ １４．７�
４７ セイウンツースキー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司西山 茂行氏 土田 稔 日高 小西ファーム ５１０－ ６１：５６．９１ ３．３�
８１６ ダノンプリベット 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成�ダノックス 萩原 清 新冠 蛯名牧場 ４４８＋１４１：５７．８５ ３８．９	
１１ マイネルバンベール 牡３鹿 ５６ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 ４６６± ０１：５７．９� １１３．１

２３ ドリームラブソング 牡３青鹿５６ 柴田 善臣セゾンレースホース� 松山 将樹 新冠 浜口牧場 ４８８＋２０１：５８．０クビ ４８．５�
４８ レ オ ア ラ シ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海田中 博之氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 ４９８＋ ４１：５８．２１� ２１．１�
５９ アドバンステイオー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人西川 隆士氏 田中 清隆 新ひだか 前川 正美 ４４６＋ ２１：５８．３� ７９．９
１２ ノアスピリタス 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真佐山 公男氏 高木 登 日高 日高大洋牧場 ４４６－ ２ 〃 ハナ ３２０．２�
７１３ シンボリルアーブル 牡３黒鹿５６ 江田 照男シンボリ牧場 奥平 雅士 新ひだか シンボリ牧場 ５２６＋ ２１：５８．９３� １４．５�
７１４ スプリングトップ 牡３栗 ５６ 左海 誠二加藤 春夫氏 伊藤 大士 様似 堀 弘康 B４８０± ０１：５９．１� ２２０．３�

（船橋）

２４ ラビットラヴソング 牡３黒鹿５６ 的場 勇人喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４８８＋ ２１：５９．５２� ８７．５�
８１５ ニューコネクション 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹吉橋 計氏 石毛 善彦 新冠 新冠橋本牧場 ５１０± ０１：５９．７１� ７３．３�
３６ メランコリー 牝３鹿 ５４ 福永 祐一田島榮二郎氏 中野 栄治 日高 前川 義則 ４７２－１０２：０１．２９ ３４６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５９７，６００円 複勝： ３４，５３２，２００円 枠連： １９，６８１，９００円

普通馬連： ６７，５１３，０００円 馬単： ４６，５９６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６１９，３００円

３連複： ７９，５５０，３００円 ３連単： １２７，２９４，３００円 計： ４２１，３８５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � ３５０円 � ２００円 枠 連（３－５） １，４００円

普通馬連 �� １，５２０円 馬 単 �� ２，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ３８０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ３，５９０円 ３ 連 単 ��� １３，９００円

票 数

単勝票数 計 ２０５９７６ 的中 � ６１６１３（１番人気）
複勝票数 計 ３４５３２２ 的中 � ９４６７３（１番人気）� １９３１４（５番人気）� ４３３９９（３番人気）
枠連票数 計 １９６８１９ 的中 （３－５） １０４４８（４番人気）
普通馬連票数 計 ６７５１３０ 的中 �� ３２８７２（４番人気）
馬単票数 計 ４６５９６５ 的中 �� １５５５５（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５６１９３ 的中 �� ９２０１（５番人気）�� １８３８９（３番人気）�� ４２９１（１５番人気）
３連複票数 計 ７９５５０３ 的中 ��� １６３７０（１１番人気）
３連単票数 計１２７２９４３ 的中 ��� ６７６０（３０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３７．０―５０．０―１：０２．７―１：１５．９―１：２９．４―１：４２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F３９．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

キリキングスター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ソヴィエトスター デビュー ２０１０．２．２１ 東京２着

２００７．４．２３生 牡３鹿 母 メイプルスプリング 母母 ギャラントハウス ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メランコリー号は，平成２２年４月１４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 アドマイヤキャロル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０５０６３ ３月１４日 晴 良 （２２中山２）第６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）

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

３５ ポリティカルパワー 牡３青 ５６ 吉田 豊加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ４９６ ―１：１４．６ ３．２�

６１１ アルバマキシマ 牡３芦 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６６ ―１：１４．９２ ３．８�
２４ ダイワビバーチェ 牡３青 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 秋山 雅一 新ひだか 折手牧場 ４７８ ―１：１５．１１� ６．６�
４８ ア ル ブ ネ ア 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム ４６４ ―１：１５．２クビ １２．５�
７１３ キ ー マ ン �３鹿 ５６ 大庭 和弥松尾 正氏 嶋田 潤 秋田 松尾 豊 ４５６ ―１：１５．４１� １２．６�
３６ オウカランマン 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 利章 新ひだか キヨタケ牧場 ４７６ ―１：１５．５� ３４．７	

６１２ ア リ ア ン 牝３鹿 ５４ 的場 勇人池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 北星村田牧場 ４４８ ―１：１６．１３� ９２．６

４７ スズカハイライト 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４４６ ―１：１６．２� ５．２�
８１５ サトノドリーム 牡３鹿 ５６ 北村 宏司里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４２０ ―１：１６．３クビ １４．６�
８１６ ブラックバトル 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人浅野 恭秀氏 矢野 英一 様似 清水スタッド ３９２ ―１：１６．７２� ５５．１
５１０ ダークラムロック 牡３青 ５６ 中谷 雄太松本 俊廣氏 土田 稔 新ひだか マークリ牧場 ４９４ ―１：１６．９１� ２９４．４�
１２ エプソムアリュール 牝３栗 ５４

５１ ▲菅原 隆一 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 石栗 龍彦 浦河 鮫川牧場 ４０６ ―１：１７．０クビ １９１．４�

２３ ヴ ェ ロ ア 牝３鹿 ５４ 左海 誠二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４０４ ―１：１８．１７ ５５．０�

（船橋）

１１ テイエムヒッパシレ �３栗 ５６
５３ ▲平野 優竹園 正繼氏 石栗 龍彦 鹿児島 テイエム牧場 ４３０ ― 〃 クビ ２４４．３�

７１４ ハイパーグレード 牝３黒鹿５４ 柴田 未崎野口 弘司氏 田島 俊明 浦河 三好牧場 ４３０ ―１：１９．１６ ４６１．０�
５９ ウエスタンガバナー 牡３栗 ５６ 田中 勝春西川 賢氏 的場 均 新ひだか 北西牧場 ４６４ ―１：２０．６９ ６７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，１９２，７００円 複勝： ２１，２３３，０００円 枠連： １８，０２０，９００円

普通馬連： ５２，０９７，５００円 馬単： ３８，９１７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３９６，５００円

３連複： ６０，８０８，４００円 ３連単： ９０，６０４，３００円 計： ３１８，２７０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ２１０円 枠 連（３－６） ６２０円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ４５０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，５８０円 ３ 連 単 ��� ５，９７０円

票 数

単勝票数 計 １８１９２７ 的中 � ４６０９２（１番人気）
複勝票数 計 ２１２３３０ 的中 � ４７４８９（１番人気）� ４０００４（２番人気）� ２２５４９（４番人気）
枠連票数 計 １８０２０９ 的中 （３－６） ２１７２７（２番人気）
普通馬連票数 計 ５２０９７５ 的中 �� ５４２１２（１番人気）
馬単票数 計 ３８９１７４ 的中 �� ２２２０７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３９６５ 的中 �� １７９９４（１番人気）�� ９８５４（３番人気）�� ６７４２（６番人気）
３連複票数 計 ６０８０８４ 的中 ��� ２８５１３（２番人気）
３連単票数 計 ９０６０４３ 的中 ��� １１２１６（４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．７―１２．９―１２．９―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３５．０―４７．９―１：００．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポリティカルパワー �
�
父 カルストンライトオ �

�
母父 Machiavellian 初出走

２００７．５．４生 牡３青 母 キシュウソウシュウ 母母 ス ー テ ィ ー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウエスタンガバナー号は，平成２２年４月１４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２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２０頭 アドマイヤサット号・アンヴァルト号・ウシュバ号・エスピナアスール号・エンシェントエイジ号・

オブザモーメント号・キスオブローズ号・クロンドローリエ号・ゴールデンブープ号・ジュピターワン号・
ショウナンカルナ号・スイングサンデー号・スマイルレディー号・ダノンボルケーノ号・トウショウスパーダ号・
トウショウフォアゴ号・ノボチャン号・ファイナルリリー号・マリエッタ号・ミスアマルフィー号

※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。



０５０６４ ３月１４日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２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

３３ � プレストキララ 牝５青鹿５８ 江田 勇亮岡田 牧雄氏 矢野 照正 門別 里深 牧場 ４７６－１６３：１４．８ ７６．９�

６１０ ド ン ヤ マ ト 牡４栗 ５９ 山本 康志大内 景子氏 鈴木 伸尋 日高 日西牧場 B４９８＋ ２３：１４．９� ３２．５�
２２ タイキヴァルト 牡５栗 ６０ 金子 光希�大樹ファーム 森 秀行 大樹 大樹ファーム ５１６＋ ７３：１６．１７ ２４．７�
５８ � スティングマリー 牝５栗 ５８ 平沢 健治青木 基秀氏 岩戸 孝樹 新冠 山岡牧場 ４９０＋ ６ 〃 ハナ １１．３�
７１２ サニーネイティブ 牡８栗 ６０ 高野 和馬宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ５０６＋ ２３：１６．４２ ４．３�
７１１ モンスターパーク �５栗 ６０ 横山 義行 �キャロットファーム 松山 康久 静内 カタオカフアーム ４７２＋１０３：１９．６大差 ３１．６�
１１ � ブルーフォーチュン 牝４鹿 ５７ ▲大江原 圭桜井 欣吾氏 藤原 辰雄 静内 飛野牧場 ４５０－ ６３：１９．９１� ４８．０	
５７ ヨイチセレブ 牝４鹿 ５７ 五十嵐雄祐加藤 興一氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４７８－ ６３：２０．２１� ５２．７

４５ ウインスペンサー 牡６黒鹿６０ 南井 大志�ウイン 牧浦 充徳 浦河 丸幸小林牧場 ５１４－ ４３：２１．７９ ６．１�
６９ ヤマニンプレアデス 牡７鹿 ６０ 柴田 大知土井 肇氏 佐藤 吉勝 新冠 錦岡牧場 ４８４－ ６３：２２．７６ ３９．３
３４ オンワードアコール 牡４鹿 ５９ 水出 大介�オンワード牧場 保田 一隆 浦河 オンワード牧場 B４７２＋１２ （競走中止） １２７．０�
８１４ トミケンコウテイ �４栗 ５９ 穂苅 寿彦冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 金成吉田牧場 ４５２－ ２ （競走中止） ３．４�
８１３� ハシルペンチャン 牡６黒鹿６０ 蓑島 靖典齋藤 宏明氏 南田美知雄 平取 池田牧場 ４５４－ ４ （競走中止） ３．７�
４６ キューティガビー 牝４栗 ５７ 草野 太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小林 常泰 新ひだか 塚尾牧場 ４４４± ０ （競走中止） ７２．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，９１６，９００円 複勝： １５，３６６，２００円 枠連： １７，３６７，２００円

普通馬連： ４２，６５１，２００円 馬単： ３３，４５５，４００円 ワイド【拡大馬連】： １５，８６０，１００円

３連複： ５６，５７８，１００円 ３連単： ８８，９８２，６００円 計： ２８４，１７７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，６９０円 複 勝 � １，６００円 � ５００円 � ７４０円 枠 連（３－６） １２，８９０円

普通馬連 �� ７１，８７０円 馬 単 �� １８０，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７，９００円 �� ９，４９０円 �� ４，８４０円

３ 連 複 ��� ４４４，２００円 ３ 連 単 ��� ４，３７７，９５０円

票 数

単勝票数 計 １３９１６９ 的中 � １４２７（１３番人気）
複勝票数 計 １５３６６２ 的中 � ２３９２（１２番人気）� ８５９０（６番人気）� ５４９１（７番人気）
枠連票数 計 １７３６７２ 的中 （３－６） ９９５（２６番人気）
普通馬連票数 計 ４２６５１２ 的中 �� ４３８（８１番人気）
馬単票数 計 ３３４５５４ 的中 �� １３７（１６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５８６０１ 的中 �� ２１７（８１番人気）�� ４１１（６９番人気）�� ８１２（４７番人気）
３連複票数 計 ５６５７８１ 的中 ��� ９４（３２９番人気）
３連単票数 計 ８８９８２６ 的中 ��� １５（２０７７番人気）

上り １マイル １：５１．４ ４F ５４．６－３F ４０．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�プレストキララ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 アレミロード

２００５．５．１３生 牝５青鹿 母 サ ン ゲ ツ 母母 ゲイメホーン 障害：１戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
初出走 JRA

〔競走中止〕 キューティガビー号は，１周目４号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
ハシルペンチャン号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため２周目４号障害〔竹柵〕手前で競走中

止。
トミケンコウテイ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため２周目３コーナーで競走中止。
オンワードアコール号は，競走中に疾病〔肩跛行〕を発症したため２周目３コーナーで競走中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 エプソムブラスト号・スプリングラッキー号・テイエムサプライズ号・メジロゲッタウェイ号・

モエレエキスパート号



０５０６５ ３月１４日 晴 良 （２２中山２）第６日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

１１ � ケイアイルーラー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 米 Morihiro
Kameda ４６２ ―１：３５．５ ６．１�

２４ コスモカンタービレ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 ４９０－ ４１：３５．８２ ４．５�
５９ ケイビイテルマ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一菊池 昭雄氏 高木 登 新冠 須崎牧場 ４８４± ０１：３６．０１� ４．３�
４７ プレタポルテ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�上山牧場 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 ４２８－ ４１：３６．２１� ３．７�
５１０ セイントワンダー 牡３栗 ５６ 松岡 正海内海 正章氏 相沢 郁 様似 林 時春 B４６０± ０１：３６．４１� ３０．４�
３５ ボーンコレクター 牡３鹿 ５６ 北村 宏司橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか 金舛 幸夫 ４６６＋１６１：３６．７１� ６１．５	
８１６ ランダムトーク 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４４４＋ ２１：３６．８クビ ６．９

３６ トーセンママレード 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真島川 �哉氏 古賀 史生 新冠 オリエント牧場 ４３０＋ ２ 〃 アタマ １９．８�
７１３ レオアビリティ 牡３青鹿５６ 江田 照男田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 市川フアーム ４９０ ―１：３６．９� １７８．３
４８ カルヴァドス 牝３栗 ５４ 吉田 豊安原 浩司氏 河野 通文 浦河 赤田牧場 ４０６－ ８１：３７．１１� １５．３�
８１５ ブラウンチーター 牡３鹿 ５６ 武士沢友治楠田 均氏 大江原 哲 新冠 北星村田牧場 ４９０＋１０１：３７．２	 １２９．１�
１２ スリーロッキー 牡３鹿 ５６ 的場 勇人永井商事� 柄崎 孝 新ひだか 岡野牧場 ４３６－ ８ 〃 ハナ ８９．２�
２３ グラスタイム 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム ４５０ ―１：３７．４� １１９．７�
６１１ アルファミッキイ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎�貴悦 尾関 知人 新冠 秋田牧場 ４４４＋１０１：３７．７１� ３９５．１�
７１４ メゾンドブルボン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義吉田 勝己氏 藤原 辰雄 安平 ノーザンファーム ４７６ ―１：３９．６大差 ６１．０�
６１２ デザートチャーム 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝臼田 浩義氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム ４６４＋２４１：４０．６６ １０１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，４０９，５００円 複勝： ３６，６４７，３００円 枠連： ２１，９１５，８００円

普通馬連： ７１，８７６，７００円 馬単： ５０，３０５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，４７３，２００円

３連複： ８３，９２８，１００円 ３連単： １２９，３８２，１００円 計： ４４２，９３７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２５０円 � １７０円 � １８０円 枠 連（１－２） １，８００円

普通馬連 �� ２，１００円 馬 単 �� ４，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ７５０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ２，８９０円 ３ 連 単 ��� ２４，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２３４０９５ 的中 � ３０３８５（４番人気）
複勝票数 計 ３６６４７３ 的中 � ３３６７６（５番人気）� ６６３９５（２番人気）� ５６０５９（３番人気）
枠連票数 計 ２１９１５８ 的中 （１－２） ８９９８（１０番人気）
普通馬連票数 計 ７１８７６７ 的中 �� ２５３０４（１０番人気）
馬単票数 計 ５０３０５０ 的中 �� ８７６９（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５４７３２ 的中 �� ９７９２（６番人気）�� ８２０２（１０番人気）�� １３０７７（４番人気）
３連複票数 計 ８３９２８１ 的中 ��� ２１５００（９番人気）
３連単票数 計１２９３８２１ 的中 ��� ３８５８（７４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１１．４―１１．５―１１．７―１２．３―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．２―３５．６―４７．１―５８．８―１：１１．１―１：２３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．７

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

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

�ケイアイルーラー �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 In Excess 初出走

２００７．３．３１生 牡３鹿 母 Just Too Too 母母 Marsh Grass １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔その他〕 メゾンドブルボン号は，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〕 デザートチャーム号は，平成２２年４月１４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。
（非当選馬） １頭 ミサノハナミズキ号
（非抽選馬） ２頭 カルチョマドンナ号・ダイワトパーズ号



０５０６６ ３月１４日 晴 良 （２２中山２）第６日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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

６９ アイシークレット 牝３鹿 ５４ 福永 祐一吉澤 克己氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４８６＋１０１：１１．９ ７．０�

６１０ エアティアーモ 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム ４５４－ ４ 〃 ハナ １．９�
１１ コ コ カ ラ 牡３栗 ５６ 内田 博幸ディアレスト 高橋 裕 浦河 桑田フアーム ４９８＋ ２ 〃 ハナ ３．２�
７１１ グランデワイルド 牡３栗 ５６ 田中 勝春芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６－ ４１：１２．２２ １３．２�
５７ ニシノフェミニン 牝３黒鹿５４ 左海 誠二西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４４２－ ６１：１２．７３ ４５．９�

（船橋）

３３ ミエノグレース 牝３栗 ５４ 松岡 正海里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 ４７０－ ８１：１２．８クビ ３９．４�
２２ シャドウエレメント 牡３鹿 ５６ 北村 宏司飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 ４７８－ ２１：１３．０１� ２２．８	
４６ ジ ル コ ニ ア 牝３栗 ５４ 江田 照男下河
行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 ４７２＋ ２１：１３．２１ ５０．１�
５８ ケージーキングオー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義川井 五郎氏 水野 貴広 新ひだか 松本牧場 ４９６± ０１：１３．４１� ３５．６�
７１２ オ ネ ス ト 牝３黒鹿５４ 柴田 大知ミルファーム 保田 一隆 浦河 ミルファーム ４０６± ０１：１３．８２� ６４７．２�
８１３ マドモアゼルノン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４２８＋ ２ 〃 ハナ ３４７．０�
３４ ネバークイン 牝３鹿 ５４ 吉田 豊澤 洋氏 河野 通文 新ひだか マークリ牧場 ４５６－ ２１：１３．９� ８５．１�
４５ スギノリバース 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 ５０４－ ２１：１４．０クビ ９９．４�
８１４ トーセンモーション 牡３栗 ５６ 柴田 善臣島川 �哉氏 柴田 政人 日高 有限会社 エ

スティファーム ４３６± ０１：１４．５３ ６１．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２９，８９３，１００円 複勝： ５４，０４５，８００円 枠連： ２４，７７３，３００円

普通馬連： ８４，８０６，７００円 馬単： ６５，２７１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，２１９，７００円

３連複： ９７，３４７，４００円 ３連単： １８１，６５９，２００円 計： ５６８，０１６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（６－６） ７４０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ３９０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ６００円 ３ 連 単 ��� ８，０３０円

票 数

単勝票数 計 ２９８９３１ 的中 � ３３８３３（３番人気）
複勝票数 計 ５４０４５８ 的中 � ４８４１６（３番人気）� ２８１４１５（１番人気）� ８３４１５（２番人気）
枠連票数 計 ２４７７３３ 的中 （６－６） ２４７２２（２番人気）
普通馬連票数 計 ８４８０６７ 的中 �� ９０５７２（２番人気）
馬単票数 計 ６５２７１０ 的中 �� ２０３２６（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０２１９７ 的中 �� ３１２０３（２番人気）�� １６１６８（４番人気）�� ５３４９３（１番人気）
３連複票数 計 ９７３４７４ 的中 ��� １２０６７４（１番人気）
３連単票数 計１８１６５９２ 的中 ��� １６６９８（１９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．５―１２．１―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．６―４６．７―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイシークレット �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２００９．６．２７ 札幌１着

２００７．３．２２生 牝３鹿 母 ワンモアヒット 母母 ベイブルーム ７戦２勝 賞金 １９，４００，０００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。



０５０６７ ３月１４日 晴 良 （２２中山２）第６日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （芝・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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

１１ マルカボルト 牡３黒鹿５６ 福永 祐一河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 B４８４－ ４２：０１．７ ３．４�

４６ クォークスター 牡３栗 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２２：０２．０１� ５．０�
３４ タイムチェイサー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�RRA 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４９０－ ４２：０２．３１� １５．１�
４５ ハシルヨミテテ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ５２０－１０ 〃 クビ ７５．４�
８１４ エーブチェアマン 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４２６＋ ４２：０２．５１ １９．７�
３３ リーサムキッド 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠平田 修氏 手塚 貴久 日高 シンコーファーム ４９４＋ ２２：０２．６� ３２．４	
６１０ ディアブラスト 牡３黒鹿５６ 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６６－ ２２：０２．７� ５２．８

７１１ ピサノユリシーズ 牡３栗 ５６ 松岡 正海市川 義美氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B４６０－ ４２：０３．４４ ６．３�
２２ � ソラトブペンギン 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太國分 純氏 堀井 雅広 日高 ファニーフレンズファーム ４４０－ ４２：０３．８２� ３３４．９�
８１３ マイネルレイン 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 松浦牧場 ５３２＋１２ 〃 ハナ ４２．７

５８ 	 タノシンジョイ 牡３鹿 ５６ 左海 誠二新庄 剛志氏 岡林 光浩 別海 野付ライディ
ングファーム ４４２－ １ 〃 ハナ １２９．７�

（船橋） （船橋）

５７ ダイワソウル 牡３青鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９６－ ４ 〃 クビ ２３．７�
６９ ヤングアットハート 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ４８６－ ２２：０４．０１
 ２．９�

（１３頭）
７１２ トーセンマリーン 牡３黒鹿５６ 木幡 初広島川 �哉氏 宗像 義忠 新ひだか 城地 和義 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３１，５３３，４００円 複勝： ４７，１６８，１００円 枠連： ２０，５３９，７００円

普通馬連： ９３，９５９，２００円 馬単： ６０，４８８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，４１５，４００円

３連複： ９４，７７８，０００円 ３連単： １７３，４３１，３００円 計： ５５１，３１３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � ３４０円 枠 連（１－４） ９５０円

普通馬連 �� ９２０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ７９０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ３，７１０円 ３ 連 単 ��� １４，０００円

票 数

単勝票数 計 ３１５３３４ 的中 � ７４３５９（２番人気）
複勝票数 計 ４７１６８１ 的中 � ７５９０６（３番人気）� ８３１８８（２番人気）� ３００１４（５番人気）
枠連票数 計 ２０５３９７ 的中 （１－４） １５９７３（４番人気）
普通馬連票数 計 ９３９５９２ 的中 �� ７５９４３（４番人気）
馬単票数 計 ６０４８８７ 的中 �� ２５１３６（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９４１５４ 的中 �� ２０２２９（３番人気）�� ８９０３（９番人気）�� ７０１２（１１番人気）
３連複票数 計 ９４７７８０ 的中 ��� １８８６３（１３番人気）
３連単票数 計１７３４３１３ 的中 ��� ９１４８（４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．７―３６．６―４９．６―１：０２．４―１：１４．１―１：２６．１―１：３７．９―１：４９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．６
１
３
１，５（４，７）（１０，１３）（６，１１）（２，１４）（３，９，８）・（１，７，１３）（５，４，１１）１０（６，１４）９－（２，３，８）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マルカボルト �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．１１．１５ 京都３着

２００７．２．１９生 牡３黒鹿 母 ラ パ シ オ ン 母母 アヤテンリユウ ６戦２勝 賞金 １７，８００，０００円
〔出走取消〕 トーセンマリーン号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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。



０５０６８ ３月１４日 晴 良 （２２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
１：４７．８

重

重

８１３ カズノロマン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義鈴木 可一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 ５１４＋ ２１：５４．３ ８．６�

７１１ マイネルビスタ 牡６栗 ５７ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 富本 茂喜 ４７４－ ２１：５５．０４ ２２．１�

４５ ナカヤマスウェプト 牡４芦 ５７
５４ ▲平野 優和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４８６－ ４１：５５．２� ５１．７�

７１０ メイショウデジレ 牡４鹿 ５７ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ５１６－ ４１：５５．４１� ２２２．５�
６８ リンガスアクター 牡４黒鹿５７ 江田 照男伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 ４８０＋１０ 〃 クビ ４６．４�
１１ アクロスザボード 牡４鹿 ５７ 内田 博幸吉田 和美氏 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ４５０－ ４１：５５．５クビ ６．３�
８１２ アドマイヤワンダ 牡４鹿 ５７ 的場 勇人近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４９８＋２０１：５５．６� ５７．２	
５７ ローンジャスティス 牡５栗 ５７ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４９０＋２８１：５６．０２� ３３．９

５６ アイアムイルシオン 牡４栗 ５７ 岩田 康誠堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 小倉牧場 ５１４－ ３１：５６．７４ ３１．１�
４４ カーネリアンシチー 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 新ひだか 幌村牧場 ４８８± ０１：５７．１２� １．３�
３３ シャドウライン 牡４鹿 ５７ 福永 祐一飯塚 知一氏 戸田 博文 浦河 伏木田牧場 ４９２＋ ６ 〃 クビ ２７．２
２２ 	 モンスターハンター 牡４青鹿５７ 三浦 皇成青山 洋一氏 矢野 英一 静内 千代田牧場 B４９６－ ９１：５７．３� ９５．０�
６９ 	 ストロングヒロイン 牝４鹿 ５５ 鈴来 直人小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 飛渡牧場 ４３８± ０１：５７．４� ５２３．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３２，３４９，４００円 複勝： ９８，３１０，１００円 枠連： ２５，８５２，３００円

普通馬連： ８７，５８５，８００円 馬単： ８４，７９２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，３３８，０００円

３連複： ９９，４５４，０００円 ３連単： ２４５，４２２，５００円 計： ７０５，１０４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ４５０円 � ７９０円 � １，８５０円 枠 連（７－８） ３，５４０円

普通馬連 �� ５，２３０円 馬 単 �� １１，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９８０円 �� ２，９４０円 �� ３，９００円

３ 連 複 ��� ４７，４８０円 ３ 連 単 ��� ２９２，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３２３４９４ 的中 � ２９７１７（３番人気）
複勝票数 計 ９８３１０１ 的中 � ６２５７６（３番人気）� ３２５０７（４番人気）� １３０８０（９番人気）
枠連票数 計 ２５８５２３ 的中 （７－８） ５３９５（９番人気）
普通馬連票数 計 ８７５８５８ 的中 �� １２３７７（１２番人気）
馬単票数 計 ８４７９２４ 的中 �� ５３０４（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１３３８０ 的中 �� ８１７８（１１番人気）�� ２５８５（２６番人気）�� １９３８（３１番人気）
３連複票数 計 ９９４５４０ 的中 ��� １５４６（７７番人気）
３連単票数 計２４５４２２５ 的中 ��� ６１９（３６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３６．１―４９．３―１：０１．９―１：１４．８―１：２８．１―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．５
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

カズノロマン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Shaadi デビュー ２００９．１．１８ 中山２着

２００６．５．１生 牡４鹿 母 フックライン 母母 Hooked Bid １０戦２勝 賞金 ２３，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



０５０６９ ３月１４日 晴 良 （２２中山２）第６日 第９競走 ��
��１，２００�

ぼ う そ う

房 総 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

６８ � トップオブピーコイ 牡４青鹿５７ 田中 勝春横瀬 寛子氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４７２－ ８１：０８．７ ２２．６�

８１２ ターニングポイント 牡５青鹿５７ 福永 祐一山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 ４７８± ０１：０８．８� １９．１�
７１０ ショウナンダンク 牡４芦 ５７ 内田 博幸�湘南 伊藤 大士 静内 神垣 道弘 ４９８－ ４１：０８．９	 １０．６�
６７ アポロラムセス 牡５芦 ５７ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４９６± ０ 〃 クビ ３．９�
５６ � ミサトバレー 牝５栗 ５５ 大庭 和弥戸部 洋氏 石栗 龍彦 静内 真歌伊藤牧場 ４４２－ ４１：０９．３２	 ５０．７�
７９ 
 エスユーグランド 牡９鹿 ５７ 小林 淳一楳津 繁氏 高橋 祥泰 米 Nordic Thor-

oughbreds ４８４＋ ４ 〃 アタマ １０７．６�
４４ ポールアックス 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２６－ ８１：０９．５１� ２．８	
２２ ダイワシークレット 牡５栗 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 静内 服部 牧場 B４６２－ ６１：０９．８１� ３６．４

１１ フェイクスター �４栗 ５７ 後藤 浩輝山上 和良氏 菊川 正達 静内 金 宏二 ４６６－１２ 〃 クビ １６．１�
３３ ウインキングストン 牡５栗 ５７ 岩田 康誠�ウイン 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 ４８８－１０１：１０．０１� ６．６
５５ サクライダテン 牡５青鹿５７ 蛯名 正義�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 B４６０－ ２１：１０．２１ ７．７�
８１１� レイザーバック 牡８青鹿５７ 吉田 豊岡部 益周氏 北出 成人 浦河 出口 宜己 ５０２＋ ４１：１１．０５ １８．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３２，１３２，４００円 複勝： ４５，５７６，７００円 枠連： ２８，１４８，９００円

普通馬連： １３５，４３７，８００円 馬単： ８４，６６６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，６７９，７００円

３連複： １３２，８３１，２００円 ３連単： ２６６，２６０，６００円 計： ７６１，７３３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２６０円 複 勝 � ６７０円 � ４４０円 � ４００円 枠 連（６－８） １，２１０円

普通馬連 �� １４，７３０円 馬 単 �� ３４，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，７２０円 �� ４，０１０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� ４９，２７０円 ３ 連 単 ��� ４０８，５３０円

票 数

単勝票数 計 ３２１３２４ 的中 � １１２３３（９番人気）
複勝票数 計 ４５５７６７ 的中 � １７０５０（９番人気）� ２７９５４（６番人気）� ３１７９５（５番人気）
枠連票数 計 ２８１４８９ 的中 （６－８） １７２８５（６番人気）
普通馬連票数 計１３５４３７８ 的中 �� ６７８７（３９番人気）
馬単票数 計 ８４６６６５ 的中 �� １８３４（８５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６６７９７ 的中 �� ２４１６（４３番人気）�� ２２３７（４５番人気）�� ４３７１（２９番人気）
３連複票数 計１３２８３１２ 的中 ��� １９９０（１１６番人気）
３連単票数 計２６６２６０６ 的中 ��� ４８１（７５９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．０―１１．５―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．６―４５．１―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トップオブピーコイ �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 ラストタイクーン （１戦０勝 賞金 ０円）

２００６．５．４生 牡４青鹿 母 プラチナレディー 母母 ビユテイフルクイン １９戦２勝 賞金 ４２，９４５，０００円
地方デビュー ２００８．７．２ 荒尾 ［他本会外：１戦０勝］



０５０７０ ３月１４日 晴 良 （２２中山２）第６日 第１０競走 ��
��１，６００�

こ ち

東風ステークス
発走１５時１０分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，日本馬：５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過
額１，１５０万円毎１�増，�：５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�
増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

７１１ フィフスペトル 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �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＋ ２１：３３．９ ３．５�

４６ マイネルファルケ 牡５鹿 ５８ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５２２－ ６１：３４．１１� ３．４�

１１ ショウワモダン 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５３２－ ６ 〃 クビ １１．１�
７１２ オースミダイドウ 牡６青 ５５ 岩田 康誠�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ５２４＋ ６１：３４．３１	 ５５．８�
３４ デリキットピース 牝４黒鹿５４ 田中 勝春 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３０＋ ２ 〃 ハナ ５．９�
２２ リザーブカード 牡７鹿 ５７ 北村 宏司 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５００－ ２ 〃 アタマ １２．０	
４５ ダンスフォーウィン 
７青鹿５６ 横山 義行杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ４９０－１４ 〃 ハナ １８２．６

３３ � マルタカエンペラー 牡６鹿 ５６ 吉田 豊�橋まゆみ氏 清水 美波 新冠 中本 隆志 ４５０－ ８１：３４．５１	 ７．０�
５８ � ゴスホークケン 牡５黒鹿５５ 勝浦 正樹藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Four Horse-

men’s Ranch ５３０± ０ 〃 ハナ ３４．９�
６９ ケイアイライジン 牡４栗 ５５ 柴田 善臣 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 日高 メイプルファーム ５０６＋１２ 〃 ハナ １１．１
８１３� ゼットフラッシュ 牡７鹿 ５６ 小林 淳一�フォーレスト 山内 研二 英 Barry Taylor ５０８± ０１：３４．６� ２３２．７�
６１０ アポロフェニックス 牡５黒鹿５５ 三浦 皇成アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４９０± ０１：３４．７� ３１．３�
５７ � スピードタッチ 牡７鹿 ５６ 江田 照男冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ５１８＋ ２１：３５．１２� １５４．５�
８１４ トウショウヴォイス 牡８黒鹿５６ 左海 誠二トウショウ産業� 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９０＋１０１：３５．２クビ ２２０．２�
（船橋）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４６，５９６，０００円 複勝： ６８，２０３，１００円 枠連： ４０，９４５，２００円

普通馬連： ２０１，６０４，２００円 馬単： １０９，２４６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，７８２，７００円

３連複： ２０３，０３５，２００円 ３連単： ４０２，９７５，３００円 計： １，１２５，３８７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ２６０円 枠 連（４－７） ５６０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ７７０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ２，１３０円 ３ 連 単 ��� ８，２３０円

票 数

単勝票数 計 ４６５９６０ 的中 � １０７９２４（２番人気）
複勝票数 計 ６８２０３１ 的中 � １４９２１８（１番人気）� １４０２９６（２番人気）� ５１７９５（６番人気）
枠連票数 計 ４０９４５２ 的中 （４－７） ５４０８７（１番人気）
普通馬連票数 計２０１６０４２ 的中 �� ２３３５３３（１番人気）
馬単票数 計１０９２４６２ 的中 �� ６２７５３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２７８２７ 的中 �� ６０４６９（１番人気）�� １５２３５（１２番人気）�� ２１２９３（６番人気）
３連複票数 計２０３０３５２ 的中 ��� ７０５２６（５番人気）
３連単票数 計４０２９７５３ 的中 ��� ３６１５３（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．９―３５．６―４７．３―５８．９―１：１０．７―１：２２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．６―３F３５．０

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

勝馬の
紹 介

フィフスペトル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Bahri デビュー ２００８．７．１２ 函館１着

２００６．５．２２生 牡４鹿 母 ライラックレーン 母母 Lilac Garden １２戦３勝 賞金 １３５，１０５，０００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。



０５０７１ ３月１４日 晴 良 （２２中山２）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�第２８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，２１．３．１４以降２２．３．７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 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００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

２３ ニシノブルームーン 牝６鹿 ５３ 北村 宏司西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ４８０＋１４１：４７．６ ７．３�

５１０ ウェディングフジコ 牝６黒鹿５４ 吉田 隼人荻原 昭二氏 戸田 博文 門別 ヤナガワ牧場 ４５４－ １１：４７．７� １４．６�
１１ チェレブリタ 牝５鹿 ５４ 蛯名 正義�三嶋牧場 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４４４－１４１：４７．８クビ １５．２�
２４ コロンバスサークル 牝４黒鹿５３ 田中 勝春吉田 照哉氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２ 〃 クビ ４．９�
４７ レ ジ ネ ッ タ 牝５鹿 ５５ 吉田 豊 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム ４４２－ ４ 〃 ハナ ２１．３�
７１４ ブラボーデイジー 牝５芦 ５６ 松岡 正海松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ５３８＋ ３１：４７．９クビ １３．０�
６１１ リ ビ ア ー モ 牝５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 ４８６－ ４ 〃 ハナ １０．７	
８１５ ブライティアパルス 牝５鹿 ５３ 後藤 浩輝小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４５８＋ ２１：４８．１１� １０．３

４８ ジェルミナル 牝４黒鹿５５ 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８０＋１８１：４８．３１� ６．２�
３６ サンレイジャスパー 牝８鹿 ５３ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４８６－ ４ 〃 クビ ９５．１�
１２ ウエスタンビーナス 牝７黒鹿５４ 江田 照男西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 ４７２＋ ６１：４８．５１� ８１．０
８１６ ザ レ マ 牝６栗 ５６ 安藤 勝己吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５３６＋ ４１：４８．６� ７．１�
７１３ アルコセニョーラ 牝６黒鹿５５ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４３０－ ６１：４８．７クビ ５０．３�
３５ レインダンス 牝６栗 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４６６－１６ 〃 クビ ２５．１�
６１２ ショウナンラノビア 牝７栗 ５４ 岩田 康誠国本 哲秀氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ５０８－ ６１：４８．９１� １８．０�
５９ マイネレーツェル 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 青森 佐々木牧場 B４２６－ ２１：４９．２２ ２８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１９，９８５，１００円 複勝： １６３，６６２，５００円 枠連： １７７，５７１，５００円

普通馬連： ７７３，８２６，７００円 馬単： ３５８，８３７，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７８，８３７，１００円

３連複： １，００６，８０６，９００円 ３連単： １，７４７，９３４，３００円 計： ４，５２７，４６１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ３００円 � ４００円 � ４５０円 枠 連（２－５） １，８８０円

普通馬連 �� ５，３９０円 馬 単 �� ８，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６１０円 �� １，５１０円 �� ２，８１０円

３ 連 複 ��� ２２，３２０円 ３ 連 単 ��� １２５，１２０円

票 数

単勝票数 計１１９９８５１ 的中 � １３０４４４（４番人気）
複勝票数 計１６３６６２５ 的中 � １５４２３３（４番人気）� １０５８７５（６番人気）� ９３２５２（９番人気）
枠連票数 計１７７５７１５ 的中 （２－５） ７００２８（１１番人気）
普通馬連票数 計７７３８２６７ 的中 �� １０６０１１（２５番人気）
馬単票数 計３５８８３７０ 的中 �� ３１８３９（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７８８３７１ 的中 �� ２７５７４（１８番人気）�� ２９５２６（１４番人気）�� １５４２８（４８番人気）
３連複票数 計１００６８０６９ 的中 ��� ３３２９４（８４番人気）
３連単票数 計１７４７９３４３ 的中 ��� １０３１０（４２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．５―３５．０―４６．７―５８．６―１：１０．９―１：２３．４―１：３５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．７
１
３
１５，１２（２，１６）１４，１０－３，８，１（５，９）（４，１３）（６，１１）７
１５＝（１２，１６）１４，２－（１０，３，８）（１，５，９）４（６，１３）（７，１１）

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

勝馬の
紹 介

ニシノブルームーン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Alzao デビュー ２００７．８．２５ 新潟１着

２００４．４．３生 牝６鹿 母 カプリッチョーサ 母母 Clanjingle １６戦６勝 賞金 １２３，３４８，０００円
〔発走状況〕 レジネッタ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



０５０７２ ３月１４日 晴 良 （２２中山２）第６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

５７ � ヒシパーフェクト 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義阿部雅一郎氏 久保田貴士 米 Thomas L.
Nichols ４７０＋ ２１：５４．４ ８．２�

８１２ ベルモントガリバー 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント
ファーム ５１０＋ ２ 〃 ハナ ２．０�

５６ グレースエポナ 牝６黒鹿５５ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ５３６＋ ２１：５４．５� １２．６�
２２ メイショウパルマ 牡４黒鹿５７ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ５１４－ ４１：５４．６クビ ４．０�
６８ ドリームリバイバル 牡５栗 ５７ 松岡 正海セゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 オリエント牧場 ４８２－１８１：５４．７	 １０．９�
７１０ スマイルミッキー 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４７４＋ ８１：５４．８クビ １７．４	
７１１ タイキジャガー 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７２－ ２ 〃 アタマ １３．１

３３ サクラマジェスティ 牡７栗 ５７ 三浦 皇成�さくらコマース田中 清隆 静内 谷岡牧場 ４８２－ ６１：５５．１１� ２６．５�
４４ 
 ブ チ カ マ シ 牡６黒鹿５７ 吉田 豊中西 功氏 嶋田 功 青森 久保フアーム ４５２＋ ４１：５５．３１� １５７．５�
６９ キングオザー 牡８芦 ５７ 武士沢友治内藤 好江氏 鈴木 勝美 門別 日高大洋牧場 B４６４－ ２１：５５．４� ２５７．０
１１ シュウザンアイ 牝８栗 ５５

５２ ▲伊藤 工真平 光良氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４６４－ ４１：５５．５� ７４．７�
８１３ エイダイハリケーン 牡４芦 ５７ 左海 誠二�東振牧場 武市 康男 むかわ 東振牧場 ４６０± ０１：５６．５６ ８２．３�

（船橋）

４５ プレンティスピード 牡８栗 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 中野渡清一 静内 ビツグレツドフアーム B４６２－ ４ 〃 クビ １９２．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５７，００９，０００円 複勝： ８２，１３２，４００円 枠連： ５４，５８２，７００円

普通馬連： ２０１，３６８，１００円 馬単： １３７，０３３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，６４２，１００円

３連複： ２１７，８８１，０００円 ３連単： ５１２，１２７，９００円 計： １，３２２，７７６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２４０円 � １１０円 � ２４０円 枠 連（５－８） ５００円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� ２，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� １，１４０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ２，７６０円 ３ 連 単 ��� １９，４７０円

票 数

単勝票数 計 ５７００９０ 的中 � ５５３０４（３番人気）
複勝票数 計 ８２１３２４ 的中 � ６２７５０（４番人気）� ３３３３３８（１番人気）� ６２２５０（５番人気）
枠連票数 計 ５４５８２７ 的中 （５－８） ８０９８５（２番人気）
普通馬連票数 計２０１３６８１ 的中 �� １５８２９９（３番人気）
馬単票数 計１３７０３３６ 的中 �� ３８８９６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０６４２１ 的中 �� ４４６８６（２番人気）�� １１９４６（１２番人気）�� ３３００４（５番人気）
３連複票数 計２１７８８１０ 的中 ��� ５８４２１（９番人気）
３連単票数 計５１２１２７９ 的中 ��� １９４２０（５９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３７．０―５０．６―１：０３．６―１：１６．１―１：２８．８―１：４１．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヒシパーフェクト �
�
父 Pleasantly Perfect �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００９．３．１ 中山３着

２００６．２．９生 牡４鹿 母 Zinned 母母 I’m in Celebration １１戦３勝 賞金 ３１，０００，０００円
※出走取消馬 ユウターグローバル号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２２中山２）第６日 ３月１４日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７１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

２５９，７００，０００円
１３，２４０，０００円
１，８７０，０００円
２５，７３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，８４８，０００円
５，３９２，８００円
１，６９２，９００円

勝馬投票券売得金
４４３，６２２，２００円
６９９，６０８，９００円
４６５，１９４，７００円
１，８６６，０７７，０００円
１，１１２，６９７，５００円
５２４，９００，０００円
２，１９９，６５６，９００円
４，０７７，４８０，０００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 １１，３８９，２３７，２００円

総入場人員 ３０，２１９名 （有料入場人員 ２７，９４９名）




