
０５０７３ ３月２０日 晴 良 （２２中山２）第７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

５１０ ハッピーカオル 牡３青 ５６ 北村 宏司芝山 香氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４５４± ０１：１２．３ １．８�

２３ タンジブルアセット 牡３鹿 ５６
５３ ▲丸山 元気安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４６６－ ４１：１２．５１� ３．３�

５９ ミ ク ル 牝３鹿 ５４ 横山 典弘�ターフ・スポート矢野 英一 様似 小田 誠一 ４６８＋ ２１：１４．１１０ ８．８�
３６ トミケンダンク 牡３鹿 ５６ 江田 照男冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 金石牧場 ４４８－ ４１：１４．２� ４９．８�
１２ マイネポローニア 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 浦河 山田牧場 ４６８＋ ４１：１４．４１ １１２．７�
４８ リネンタキシード 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ５２６－ ４ 〃 アタマ １５．９	
２４ ゴールインマーク 牡３鹿 ５６ 柴田 大知�ミルファーム 小笠 倫弘 浦河 ミルファーム ４８８＋ ２ 〃 アタマ １７．４

４７ アイティラブ 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４２８－１６１：１４．７１� ７０．３�
１１ ホッカイマナウス 牡３鹿 ５６ 石橋 脩�北海牧場 柴田 政人 日高 若林 武雄 ４９２－ ２１：１４．８� ３２３．２�

６１２ ボーンスプレマシー �３黒鹿５６ 小林 淳一�佐藤牧場 佐藤 吉勝 浦河 津島 優治 ４７８－ ４ 〃 クビ １１６．５
（法６３４）

３５ セイカソラミル 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹久米 大氏 相沢 郁 新ひだか 徳本 幸雄 ４６８－ ４１：１４．９クビ ８５．０�
６１１ ドリームゴスペル 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人セゾンレースホース� 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ５２２－ ８１：１６．２８ １７．４�
８１５ イ チ フ ジ 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太池田 豊治氏 石毛 善彦 日高 豊田田村牧場 ４１８＋ ４１：１６．３� ７４．６�
７１３ シルクデスティニー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊有限会社シルク萱野 浩二 新冠 オリエント牧場 ４０６－ ４１：１６．５１� ３７８．８�
７１４ 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 ４６４－ ２ 〃 ハナ ９１．８�
８１６ ヒシカツジェシー 牡３栗 ５６ 菅原 勲阿部 雅英氏 小笠 倫弘 新ひだか グランド牧場 ４９８± ０１：１８．４大差 １１４．０�

（川崎）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，１６６，５００円 複勝： ４９，４２７，８００円 枠連： １７，７９５，５００円

普通馬連： ５５，２９０，５００円 馬単： ４４，７５７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０２７，６００円

３連複： ７１，７９４，７００円 ３連単： １２３，０９６，３００円 計： ４０３，３５６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（２－５） １９０円

普通馬連 �� ２４０円 馬 単 �� ４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ２６０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ５４０円 ３ 連 単 ��� １，４４０円

票 数

単勝票数 計 １８１６６５ 的中 � ８１０５１（１番人気）
複勝票数 計 ４９４２７８ 的中 � ３０３５２１（１番人気）� ７３２８７（２番人気）� ３００８４（３番人気）
枠連票数 計 １７７９５５ 的中 （２－５） ６９５８３（１番人気）
普通馬連票数 計 ５５２９０５ 的中 �� １７３６９９（１番人気）
馬単票数 計 ４４７５７８ 的中 �� ７５１５９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０２７６ 的中 �� ５２７４７（１番人気）�� １９６６０（２番人気）�� １１１９０（５番人気）
３連複票数 計 ７１７９４７ 的中 ��� ９８１６５（１番人気）
３連単票数 計１２３０９６３ 的中 ��� ６３２０９（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１２．０―１２．６―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．９―４７．５―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーカオル �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ラツキーソブリン デビュー ２００９．１０．２４ 京都４着

２００７．４．８生 牡３青 母 カムイイットー 母母 イ ツ ト ー ４戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔騎手変更〕 セイカソラミル号の騎手柴山雄一は，病気のため勝浦正樹に変更。
〔その他〕 シルクデスティニー号は，３コーナーで他の馬の影響を受けたため，「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〕 ネイビーウッド号・ヒシカツジェシー号は，平成２２年４月２０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ムラマサヒメ号
（非抽選馬） １頭 カシノアベベ号
※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。



０５０７４ ３月２０日 晴 良 （２２中山２）第７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
１：４７．８

重

重

１２ カルトマリーヌ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４３４＋ ４１：５６．２ ３．７�

８１５ チャレンジフラッグ 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝石橋 忠之氏 阿部 新生 新ひだか 土田農場 ５０４± ０１：５６．４１� ４．２�
１１ ア ミ ュ ー ズ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 飯岡牧場 ４８４－ ２１：５６．６� ３．１�
５９ エミネンスグリーズ 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４３８± ０１：５７．５５ １２．６�
６１２ タマモメロディ 牝３青 ５４ 岩田 康誠タマモ� 水野 貴広 新冠 守矢牧場 ４２８－ ２ 〃 ハナ ８．２�
３５ ドラゴンソニック 牝３青鹿５４ 吉田 隼人窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０＋ ４１：５７．７１� ２１．７	
２３ サウンドアリュール 牝３青鹿５４ 北村 宏司増田 雄一氏 池上 昌弘 浦河 帰山 清貴 ４５２ ―１：５７．８� ５４．１

３６ ダイワジュエリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ４４２＋ ８ 〃 ハナ ３９４．９�
２４ トウカイライフ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４３２＋ ４１：５８．５４ ４８．６�
５１０ スプンキーウーマン 牝３栗 ５４ 吉田 豊�前川企画 尾形 充弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４６＋１０１：５８．７１� １３．２
４８ デルマユリア 牝３青鹿５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 安平 ノーザンファーム ４１８＋１０１：５９．２３ ７１２．０�
７１４ ナリタシリウス 牝３鹿 ５４ 江田 照男�オースミ 萱野 浩二 日高 広富牧場 ３９６＋１０１：５９．５１� １７１．５�
４７ オペラサウンド 牝３栗 ５４ 大庭 和弥栗山 道郎氏 嶋田 潤 茨城 栗山 道郎 ４５０－１０１：５９．７１� ３８７．３�
６１１ フラメンコスケッチ 牝３鹿 ５４ 菅原 勲長塩 豊氏 清水 英克 青森 一山育成牧場 ４４８＋ ８２：００．０１� ２３１．５�

（川崎）

７１３ トゥモローカフェ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 ４３２＋１０２：００．１クビ ２５．２�
８１６ メジロレイチェル 牝３栗 ５４

５１ ▲菅原 隆一�メジロ牧場 保田 一隆 洞爺湖 メジロ牧場 ４４６± ０２：０２．１大差 １１７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，８８９，６００円 複勝： ２５，４２７，６００円 枠連： １７，４１９，５００円

普通馬連： ５０，２４５，５００円 馬単： ３６，７６１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６４２，０００円

３連複： ５９，９１４，１００円 ３連単： ９５，７２６，６００円 計： ３２３，０２６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（１－８） ３５０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� １８０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ６１０円 ３ 連 単 ��� ３，６３０円

票 数

単勝票数 計 １７８８９６ 的中 � ３８５３２（２番人気）
複勝票数 計 ２５４２７６ 的中 � ４９９７２（２番人気）� ４８５７１（３番人気）� ５２０５４（１番人気）
枠連票数 計 １７４１９５ 的中 （１－８） ３７６３５（１番人気）
普通馬連票数 計 ５０２４５５ 的中 �� ４８８３２（３番人気）
馬単票数 計 ３６７６１３ 的中 �� １９５３４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６４２０ 的中 �� １７８２７（３番人気）�� ３０２６２（１番人気）�� １８９０７（２番人気）
３連複票数 計 ５９９１４１ 的中 ��� ７２５００（１番人気）
３連単票数 計 ９５７２６６ 的中 ��� １９４９５（５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．４―１３．２―１２．８―１３．７―１３．４―１３．０―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３６．３―４９．５―１：０２．３―１：１６．０―１：２９．４―１：４２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．９―３F４０．２
１
３
２（１３，１６）１２，１５－１０，４（３，１）－（６，１４）－（９，７）－（５，８）１１
２（１２，１３，１６，１５）４（１０，９，１）－６，３（５，１１，１４）－（７，８）

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

勝馬の
紹 介

カルトマリーヌ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１２．１９ 中山４着

２００７．２．２８生 牝３鹿 母 アイリスタイム 母母 タケノアイリス ５戦１勝 賞金 ８，６５０，０００円
〔騎手変更〕 フラメンコスケッチ号の騎手柴山雄一は，病気のため菅原勲に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メジロレイチェル号は，平成２２年４月２０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。
（非当選馬） １頭 インピッシュハート号
※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。



０５０７５ ３月２０日 晴 良 （２２中山２）第７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
１：４７．８

重

重

８１６ ストライビング 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝前田 幸治氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４０＋ ６１：５５．３ ５．５�

５１０ ドラゴンアルテマ 牡３青 ５６ 三浦 皇成窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ ６．１�
２４ ボンジュールキセキ 牡３栗 ５６

５３ ▲丸山 元気田中善次郎氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４８８－ ８１：５５．４クビ ６．５�
７１３ 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 ４４０－１４１：５５．６１� ２．７�
５９ ゴートゥザミラノ 牡３青鹿５６ 柴田 善臣嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 岡田牧場 ４６０－ ２１：５６．４５ ５．４�
１２ リュウシンゴールド 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真桑畑 �信氏 水野 貴広 新ひだか 沖田 忠幸 ４４８＋ ４１：５８．６大差 ８７．６�
６１２ アポカリプス 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 ４８８＋１４１：５８．９１� ９４．６	
６１１� ミリオンデンジャー 牡３鹿 ５６ 江田 照男
岡崎牧場 石毛 善彦 米 Jerry Jam-

gotchian LLC ４９４－ ８１：５９．４３ ９．４�
７１４ ウメニウグイス 牡３青 ５６ 鈴来 直人江川 伸夫氏 矢野 英一 新冠 川上 悦夫 ４５２－ ６１：５９．５クビ ６１２．５�
２３ ユウターラッキー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人上山 利広氏 南田美知雄 浦河 江島牧場 ４７４－１０１：５９．８２ ３５．２
３６ マイネルウィル 牡３鹿 ５６ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４８４＋ ６ 〃 クビ ２９０．２�
４８ ア バ デ ィ 牡３黒鹿５６ 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 日高 小屋畑 和久 ４６６－ ６２：００．５４ ２３４．７�
４７ イルベカバーロ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 北光牧場 ５４６＋１６２：０１．６７ ３４．４�
１１ コウヨウリョウ 牡３芦 ５６ 石橋 脩寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 B４８２－ ４２：０１．９１� １７３．６�
８１５ ゴールドヴィジョン 牡３栗 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 前川牧場 ４７４＋ ２２：０２．０クビ ３４１．６�
３５ ヴァンプランタン 牝３栗 ５４ 小林 淳一田中 春美氏 鈴木 勝美 新ひだか 北海道静内農業高等学校 ４２６－ ２２：０８．１大差 ４９１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，１６６，７００円 複勝： ２５，７５５，９００円 枠連： １６，３８０，３００円

普通馬連： ４９，１７７，２００円 馬単： ３５，０８４，１００円 ワイド【拡大馬連】： １７，５４６，６００円

３連複： ５６，３１７，７００円 ３連単： ８８，１０２，０００円 計： ３０４，５３０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２００円 � ２００円 � ２３０円 枠 連（５－８） ８３０円

普通馬連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ４，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ７７０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ４，４６０円 ３ 連 単 ��� ２２，１４０円

票 数

単勝票数 計 １６１６６７ 的中 � ２３１９０（３番人気）
複勝票数 計 ２５７５５９ 的中 � ３４５９０（３番人気）� ３４６６８（２番人気）� ２９２２７（６番人気）
枠連票数 計 １６３８０３ 的中 （５－８） １４６３６（３番人気）
普通馬連票数 計 ４９１７７２ 的中 �� １８１３０（１０番人気）
馬単票数 計 ３５０８４１ 的中 �� ６４４８（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７５４６６ 的中 �� ６５５４（８番人気）�� ５６７７（１２番人気）�� ４３５６（１５番人気）
３連複票数 計 ５６３１７７ 的中 ��� ９３２９（１６番人気）
３連単票数 計 ８８１０２０ 的中 ��� ２９３７（７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３６．５―４９．８―１：０２．８―１：１５．７―１：２８．７―１：４１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．５―３F３９．６
１
３
４，１（２，７）（１１，１６）３，１２，１０，１４（１３，９）－（６，１５）－５－８
４－１６（１，１１）（２，９）（１０，１３）３（１４，７）１２－（６，１５）＝８＝５

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

勝馬の
紹 介

ストライビング �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００９．１１．２２ 東京８着

２００７．３．２３生 牡３鹿 母 ソブストーリー 母母 シ リ ー ズ ５戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔騎手変更〕 コウヨウリョウ号の騎手柴山雄一は，病気のため石橋脩に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アバディ号・イルベカバーロ号・コウヨウリョウ号・ゴールドヴィジョン号・ヴァンプランタン号は，

平成２２年４月２０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 チーリープロット号
（非抽選馬） １頭 ドリームラブソング号



０５０７６ ３月２０日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２中山２）第７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

４６ � ビービーライナー 牡５黒鹿６０ 柴田 未崎�坂東牧場 境 征勝 平取 高橋 啓 ４９０± ０３：１４．５ ４．８�

３４ � モエレエキスパート 牡４青鹿５９ 大庭 和弥 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新ひだか 中村 和夫 ４９０－ ２３：１４．８１� ３．８�
７１２ ピサノシンボル 牡４鹿 ５９ 横山 義行市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９８－ ６３：１５．０１ １１．１�
３３ クランエンブレム 牡６鹿 ６０ 金子 光希 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ８３：１５．１� ８．６�
２２ � ブラボーデイ �５鹿 ６０ 江田 勇亮島田 �樹氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ４４２± ０３：１５．３１ ４７．１�
８１３� テンジンリュウセー �６鹿 ６０ 浜野谷憲尚�テンジン 矢野 照正 静内 見上牧場 ４８２－ ８３：１６．１５ ２０．３	
６９ ユウターフラッシュ 牡４鹿 ５９ 蓑島 靖典上山 利広氏 南田美知雄 浦河 江島牧場 ４７６＋ ４３：１６．８４ ３４．３

１１ メジロゲッタウェイ 牡４鹿 ５９ 平沢 健治�メジロ牧場 土田 稔 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６８＋ ２３：１７．６５ ６９．１�
５８ ハ ツ カ リ 牡６青鹿６０ 五十嵐雄祐江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４８２＋２２３：１８．５５ ３１．６�
８１４ ジョウノガーベラ 牝６栗 ５８ 高野 和馬小川 義勝氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 ４７６＋ ６３：１９．７７ ６０．４
４５ マイネルアーバニタ 牡６栗 ６０ 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４７２± ０３：２５．８大差 ３１．７�
７１１ ザ ム ー ン 牝５鹿 ５８ 加藤士津八�大北牧場 松永 康利 浦河 大北牧場 ４３８－ ２ （競走中止） ２０６．６�
５７ コアグリーン 牡５鹿 ６０ 石神 深一斎藤 光政氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４９０＋ ８ （競走中止） １０３．２�
６１０ ジャストルーラー 牡４鹿 ５９ 穂苅 寿彦臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８２－ ６ （競走中止） ２．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，１６５，０００円 複勝： １５，２８１，０００円 枠連： １４，１４７，７００円

普通馬連： ３８，７８５，１００円 馬単： ２９，７８４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５２４，２００円

３連複： ４８，１８８，９００円 ３連単： ８０，１１８，９００円 計： ２５２，９９５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � ２００円 枠 連（３－４） ５９０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ７００円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ２，０６０円 ３ 連 単 ��� ９，０５０円

票 数

単勝票数 計 １２１６５０ 的中 � ２００４６（３番人気）
複勝票数 計 １５２８１０ 的中 � ２６１１７（３番人気）� ３３９５７（１番人気）� １７２１９（４番人気）
枠連票数 計 １４１４７７ 的中 （３－４） １７８０５（３番人気）
普通馬連票数 計 ３８７８５１ 的中 �� ４０２８７（３番人気）
馬単票数 計 ２９７８４８ 的中 �� １３８０９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５２４２ 的中 �� １２１１８（３番人気）�� ４８４９（８番人気）�� ６０５９（５番人気）
３連複票数 計 ４８１８８９ 的中 ��� １７３１９（５番人気）
３連単票数 計 ８０１１８９ 的中 ��� ６５３７（１６番人気）

上り １マイル １：４８．４ ４F ５２．６－３F ３９．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ビービーライナー �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 オークワース

２００５．３．９生 牡５黒鹿 母 オークウッド 母母 サンセイペンダス 障害：８戦１勝 賞金 １４，８６０，０００円
地方デビュー ２００７．５．３１ 旭川

〔競走中止〕 ジャストルーラー号・コアグリーン号は，１周目３号障害〔いけ垣〕着地時に前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したた
め競走中止。
ザムーン号は，１周目３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。

〔制裁〕 ザムーン号の騎手加藤士津八は，１周目３号障害を急に内側に斜飛したことについて平成２２年３月２７日から平成２２年４月
４日まで騎乗停止。

〔その他〕 ザムーン号〔競走中止〕は，１周目３号障害〔いけ垣〕を急に内側に斜飛し，「ジャストルーラー」号〔競走中止〕および
「コアグリーン」号〔競走中止〕の走行を妨害。

※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） ４頭 エプソムブラスト号・ディアディアー号・テイエムサプライズ号・ヒシポラリス号
（非抽選馬） ３頭 アドマイヤサンサン号・ゴスペル号・フェスティバルイヴ号



０５０７７ ３月２０日 晴 良 （２２中山２）第７日 第５競走 ��２，２００�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

２：１０．１
２：１０．１

良

良

６１１ シ ャ ガ ー ル 牡３栗 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８６＋ ２２：１４．８ ２．７�

２４ ユ ウ ガ ナ ル 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠星野 壽市氏 手塚 貴久 新冠 小泉 学 ５２２－ ２２：１５．０１� ３．１�
７１３ マイネルウーノ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 青森 イズモリファーム ４７２－ ２２：１５．３２ １９．６�
４７ サクラキングハーツ 牡３栗 ５６ 田中 勝春�さくらコマース加藤 征弘 新ひだか 伊藤 敏明 ５１０＋ ４２：１５．８３ ４．６�
３５ マロノヴィーナス 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝�RRA 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４２６－ ６２：１６．１１� ７．８�
２３ エルブールズ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４９８－ ８２：１６．２� １６．３	
１２ マイネルネオハート 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 中田 英樹 ４４８＋ ２ 〃 ハナ １７９．９


６１２ イージーウイン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 畠山牧場 ４５２－ ４２：１６．４１ ３１．８�
５１０ ゲットゼアー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥臼田 浩義氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４６４＋１０２：１６．８２� ２２８．１�
８１５ ナンヨードリーム 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣中村 �也氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４９８－ ６２：１７．０１ ４３．２
７１４ ソニックスパーク 牡３鹿 ５６

５３ ▲丸山 元気関 駿也氏 武市 康男 宮城 関兵牧場 ４８８－ ６２：１７．１� ５５．１�
５９ ユメノサキガケ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B５０４＋１４２：１９．０大差 １０６．６�
１１ レッドプラネット 牝３青鹿５４ 吉田 隼人�コオロ 秋山 雅一 日高 庄野牧場 ４５８－ ２２：１９．１クビ １７０．１�
８１６ トミケンシャルム 牡３黒鹿５６ 江田 照男冨樫 賢二氏 加藤 和宏 浦河 伏木田牧場 ４５２－ ６２：１９．２� ４８５．８�
３６ ドクトルプリマ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一湯澤 寛氏 松永 康利 新冠 北星村田牧場 ４３２－ ２２：１９．３� ４５８．７�
４８ ウィルトゥウイン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也�ターフ・スポート菊川 正達 新冠 村田牧場 ４３２＋ ８２：２０．５７ ４０９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８８２，５００円 複勝： ３０，６２８，３００円 枠連： １６，６５８，８００円

普通馬連： ６４，４０４，９００円 馬単： ４８，２７０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，５５０，３００円

３連複： ７２，２１７，４００円 ３連単： １２０，１４５，３００円 計： ３９７，７５７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � ３００円 枠 連（２－６） ４８０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ９４０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ２，５００円 ３ 連 単 ��� ９，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２１８８２５ 的中 � ６４７２６（１番人気）
複勝票数 計 ３０６２８３ 的中 � ６０９６９（２番人気）� ７１９１７（１番人気）� １９７１５（６番人気）
枠連票数 計 １６６５８８ 的中 （２－６） ２５８６０（１番人気）
普通馬連票数 計 ６４４０４９ 的中 �� ８５０９４（１番人気）
馬単票数 計 ４８２７０４ 的中 �� ３５５３５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３５５０３ 的中 �� ２１６０５（２番人気）�� ５６９９（１３番人気）�� ８９７４（８番人気）
３連複票数 計 ７２２１７４ 的中 ��� ２１３４５（７番人気）
３連単票数 計１２０１４５３ 的中 ��� ９６１４（２０番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１２．０―１２．５―１３．０―１２．８―１２．５―１２．２―１２．１―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２３．５―３５．５―４８．０―１：０１．０―１：１３．８―１：２６．３―１：３８．５―１：５０．６―２：０２．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ャ ガ ー ル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．１０．１８ 東京５着

２００７．４．１２生 牡３栗 母 スカーレットブーケ 母母 スカーレツトインク ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔騎手変更〕 ユメノサキガケ号の騎手柴山雄一は，病気のため勝浦正樹に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウィルトゥウイン号は，平成２２年４月２０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） ２頭 セブンライターズ号・ファーストグロース号
（非抽選馬） ２頭 グレイトサム号・ダイワシールド号



０５０７８ ３月２０日 晴 良 （２２中山２）第７日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

７１４ アイアムノココロ 牝３青鹿５４ 三浦 皇成堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４５４ ―１：５５．６ ７．５�

６１１ プールルメリット 牝３黒鹿５４ 木幡 初広 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２８ ― 〃 クビ ３５．４�

５１０ ヴァルガリス 牡３黒鹿５６ 吉田 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 ４７２ ―１：５５．８１� ６．９�

４８ トーセンユーモア 牝３青 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 新ひだか 筒井 征文 ４８４ ―１：５５．９� ４．１�
８１６ タマモラブリー 牝３黒鹿５４ 江田 照男タマモ� 萱野 浩二 新ひだか フジワラフアーム ４４８ ―１：５６．０� ３４．５	
３５ ツクバハヤテ 牡３栗 ５６ 小林 淳一荻原 昭二氏 高橋 祥泰 日高 ヤナガワ牧場 ５０６ ―１：５６．１� ７０．２

５９ ベストアンサー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４６６ ―１：５６．３１� ２７．０�
４７ メジロマディソン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人�メジロ牧場 谷原 義明 洞爺湖 メジロ牧場 ４４６ ― 〃 クビ ３０．１�
１２ ジェットメジャー 牡３青 ５６

５３ ▲丸山 元気本間 茂氏 柴田 政人 新冠 渕瀬フアーム ４６２ ―１：５６．４� １２１．４
８１５ アドマイヤサット �３栗 ５６ 勝浦 正樹近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４０４ ― 〃 ハナ ２２．０�
３６ フリークタップ 牡３鹿 ５６ 菅原 勲吉永 清美氏 大竹 正博 浦河 木村牧場 ４３８ ―１：５６．６１� １３２．０�

（川崎）

６１２ ヒラボクエース 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝�平田牧場 古賀 慎明 浦河 鎌田 正嗣 ４７４ ― 〃 クビ １９．７�
２４ クーデワンダー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 様似 富田 恭司 ４７２ ―１：５６．７� ３．４�
１１ ダイワアドミラル 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 松山 康久 安平 ノーザンファーム B５１２ ―１：５６．９１� ７．０�
２３ スイングサンデー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４５６ ―１：５７．１１� ６４．０�
７１３ ヒカルセイザ 牝３青 ５４

５１ ▲平野 優�橋 京子氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４３２ ―１：５９．０大差 ３８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，８１１，７００円 複勝： ２４，２６２，３００円 枠連： １８，２８２，４００円

普通馬連： ５４，４００，０００円 馬単： ３６，６５８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３０３，２００円

３連複： ６０，１２８，９００円 ３連単： ８７，９２４，８００円 計： ３１７，７７１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２８０円 � ７００円 � ３２０円 枠 連（６－７） ２，８２０円

普通馬連 �� １１，１６０円 馬 単 �� １８，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９３０円 �� １，７００円 �� ３，８６０円

３ 連 複 ��� ５１，４８０円 ３ 連 単 ��� ２８０，９１０円

票 数

単勝票数 計 １７８１１７ 的中 � １８８１８（５番人気）
複勝票数 計 ２４２６２３ 的中 � ２４８８８（４番人気）� ８１７０（１０番人気）� ２０７５６（５番人気）
枠連票数 計 １８２８２４ 的中 （６－７） ４８００（１５番人気）
普通馬連票数 計 ５４４０００ 的中 �� ３６００（３８番人気）
馬単票数 計 ３６６５８３ 的中 �� １４４３（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３０３２ 的中 �� １５３２（３５番人気）�� ２６９６（１８番人気）�� １１５７（４３番人気）
３連複票数 計 ６０１２８９ 的中 ��� ８６２（１４６番人気）
３連単票数 計 ８７９２４８ 的中 ��� ２３１（７９５番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．２―１３．７―１４．１―１３．５―１３．３―１２．８―１１．５―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．２―３８．９―５３．０―１：０６．５―１：１９．８―１：３２．６―１：４４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３５．８
１
３
８（１４，１６）４（２，１５）（１，５，１３）－（１０，１２）１１，３，７，９－６・（８，１４，１６）（１５，１３）（４，２，５）（１０，１２）（１，１１）７（３，６）９

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

勝馬の
紹 介

アイアムノココロ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Marchand de Sable 初出走

２００７．３．３生 牝３青鹿 母 コマーサント 母母 Deception １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔騎手変更〕 フリークタップ号の騎手柴山雄一は，病気のため菅原勲に変更。
※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。
（非当選馬） ２頭 コスモイノベーター号・チャーリーポイント号
※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。



０５０７９ ３月２０日 晴 良 （２２中山２）第７日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３６ プレファシオ 牡３芦 ５６ 石橋 脩 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４８８－ ２１：５４．０ ８．５�

３５ � モエレエンデバー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４９２＋ ２１：５４．２１� ２．７�
８１６ オリエンタルジェイ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４７８－ ２１：５４．５２ ５．０�
７１３ ロトディパーチャー 牡３鹿 ５６ 江田 照男國武 佳博氏 藤原 辰雄 伊達 高橋農場 ４６０－ ６１：５５．３５ ９０．１�
４７ � アポロノサムライ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs.

John Kerber ５１０± ０１：５５．４	 １６．９�
６１２ ジールドリル 牡３鹿 ５６ 田中 勝春前田 幸治氏 小島 太 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２８－ ２１：５５．８２	 １８．８�
６１１ エフティフローラ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５８－ ８ 〃 ハナ １６．４	
５１０ アドマイヤマリン 牝３芦 ５４

５１ ▲丸山 元気近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５００± ０ 〃 ハナ ２２．７

１２ � ガッツボーイ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか グランド牧場 ４７０＋ ２１：５６．３３ ２０６．２�
２３ アカシローレル 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４４４－ ６１：５６．８３ ５５．６�
５９ モンテフジサン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム ４６８± ０１：５７．６５ ３１．０
７１４ マイネピアチェ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４５２± ０１：５８．２３	 ２６９．８�

８１５� アルジェンテウス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘グリーンフィールズ� 堀 宣行 米
Machmer Hall
Thoroughbreds &
Haymarket Farm

５００－ ４１：５８．６２	 ３．９�
２４ 
 トーホウデート 牝３芦 ５４ 菅原 勲東豊物産� 内田 勝義 日高 竹島 幸治 ４４０－ ４１：５９．０２	 ５２０．９�

（川崎） （川崎）

４８ � サントアスコット 牡３鹿 ５６
５３ ▲菅原 隆一近嶋 勇氏 菅原 泰夫 浦河 山勝牧場 ５０２＋ ４ 〃 ハナ ２４９．５�

１１ メイルストローム 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成臼田 浩義氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５０８－ ２１：５９．４２	 １０８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，６１８，６００円 複勝： ４２，９７５，７００円 枠連： ２８，７０９，６００円

普通馬連： ８５，４４４，０００円 馬単： ５５，５０３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，６６７，２００円

３連複： ９０，６０１，８００円 ３連単： １３８，２７３，７００円 計： ４９９，７９４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２２０円 � １４０円 � １８０円 枠 連（３－３） ８４０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ７８０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，８５０円 ３ 連 単 ��� １３，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２８６１８６ 的中 � ２６７６７（４番人気）
複勝票数 計 ４２９７５７ 的中 � ４２０１９（４番人気）� １０５７９７（１番人気）� ６３２８０（３番人気）
枠連票数 計 ２８７０９６ 的中 （３－３） ２５４８０（３番人気）
普通馬連票数 計 ８５４４４０ 的中 �� ８２９３３（３番人気）
馬単票数 計 ５５５０３８ 的中 �� ２１２６４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９６６７２ 的中 �� ２１３７１（３番人気）�� ８４５５（９番人気）�� ２５５８８（１番人気）
３連複票数 計 ９０６０１８ 的中 ��� ３６３０８（３番人気）
３連単票数 計１３８２７３７ 的中 ��� ７６４９（２５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１２．５―１３．７―１３．１―１２．８―１２．９―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３６．２―４９．９―１：０３．０―１：１５．８―１：２８．７―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．２
１
３
１１－（１，９）１３（８，１５，１６）５，１０（２，６）（７，１４）－１２－４，３
１１（５，９，１３，６）（１，１６）（１５，１２）８（１０，７，１４）３，２，４

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

勝馬の
紹 介

プレファシオ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．２１ 福島１着

２００７．２．８生 牡３芦 母 チアズメッセージ 母母 チアズダンサー ５戦２勝 賞金 １７，０００，０００円
〔騎手変更〕 アドマイヤマリン号の騎手柴山雄一は，病気のため丸山元気に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイルストローム号は，平成２２年４月２０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。
（非当選馬） １頭 プレシャスジェムズ号
※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。



０５０８０ ３月２０日 晴 良 （２２中山２）第７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

６１２ マジックモーメント 牡５黒鹿５７ 的場 勇人藤井 謙氏 的場 均 浦河 日東牧場 ４７２－ ４１：１３．５ ３１．３�

１２ カラーチャージ 牡５黒鹿５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 浦河 谷川牧場 ４７４± ０ 〃 アタマ ３．４�
４８ � パープルマジック 牡４黒鹿５７ 石橋 脩水上 行雄氏 柴田 政人 新ひだか 塚田 達明 ４６２＋ ２１：１４．１３� ９．０�
７１４	 マルターズブレーヴ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Lisa Jones &

Jerard Jones ４７２－ ８ 〃 ハナ ４．９�
８１６ スプリングルーシー 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝加藤 春夫氏 上原 博之 様似 様似共栄牧場 ４６２－１０１：１４．４２ ２８．５�
７１３ ネバーグレイス 牝５鹿 ５５ 木幡 初広岡田 隆寛氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４９６＋１８１：１４．５クビ ３１０．６�
６１１ ハンマープライス 牡４栗 ５７ 吉田 隼人 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５０６＋ ２１：１４．６� ３．１	
８１５� アイファージャンボ 牡４青鹿５７ 北村 宏司中島 稔氏 鮫島 一歩 新冠 川上 悦夫 ５２２－１０１：１４．７� ８．３

３６ ケージーカンザクラ 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４５０＋ ８１：１５．３３� ３５．９�
２３ ノ ボ ニ ョ 牝４青 ５５

５２ ▲丸山 元気�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４２０－ ４１：１５．４� １７．８
３５ 	 ブ ル ー ラ ヴ 牡５鹿 ５７ 吉田 豊 �ブルーマネジメント牧浦 充徳 米 Dell Ridge

Farm ４７２－ ２１：１５．６１� ７６．２�
１１ ラヴリーテンダー 牝４栗 ５５ 草野 太郎熊坂富寿雄氏 坂本 勝美 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４６０－１０ 〃 ハナ １５０．９�
５９ � ミウラジェット 牡６黒鹿５７ 大庭 和弥佐藤 明氏 柄崎 孝 三石 久米 和夫 ４６０＋ ８１：１６．０２� ２２７．５�
２４ レオブルース 牡５鹿 ５７ 江田 照男�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ５００－ ６１：１６．１
 ５２．０�
４７ � コイノキセキ 牝５鹿 ５５ 柴田 大知内藤 好江氏 浅野洋一郎 様似 清水スタッド ４６２－１０１：１７．１６ ４８７．８�
５１０� セトウチフレッシュ 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成高橋 勉氏 松永 康利 三石 仲野牧場 ４９４± ０ （競走中止） ２５３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，３４５，７００円 複勝： ３５，５４１，４００円 枠連： ２０，３５５，６００円

普通馬連： ７４，５０４，８００円 馬単： ５０，５３６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，１８８，０００円

３連複： ７８，４５７，０００円 ３連単： １３７，５１８，２００円 計： ４４４，４４７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１３０円 複 勝 � ６２０円 � １５０円 � ２４０円 枠 連（１－６） ５５０円

普通馬連 �� ７，４８０円 馬 単 �� ２１，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５１０円 �� ２，３００円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １０，９５０円 ３ 連 単 ��� １００，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２２３４５７ 的中 � ５６３８（８番人気）
複勝票数 計 ３５５４１４ 的中 � １１１８３（７番人気）� ８１４１０（１番人気）� ３８７９３（４番人気）
枠連票数 計 ２０３５５６ 的中 （１－６） ２７６１０（１番人気）
普通馬連票数 計 ７４５０４８ 的中 �� ７３５３（２３番人気）
馬単票数 計 ５０５３６６ 的中 �� １７３５（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５１８８０ 的中 �� ３９６６（１６番人気）�� ２５６２（２７番人気）�� １４２６２（４番人気）
３連複票数 計 ７８４５７０ 的中 ��� ５２８８（３８番人気）
３連単票数 計１３７５１８２ 的中 ��� １００５（２７８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．０―１２．８―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．７―３５．７―４８．５―１：００．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マジックモーメント �
�
父 トワイニング �

�
母父 エイシンサンディ デビュー ２００７．９．１７ 札幌４着

２００５．４．６生 牡５黒鹿 母 エイシンサーメット 母母 エイシンスポーケン １２戦２勝 賞金 １３，５００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔騎手変更〕 セトウチフレッシュ号の騎手柴山雄一は，病気のため三浦皇成に変更。
〔競走中止〕 セトウチフレッシュ号は，競走中に疾病〔左第３中手骨開放骨折〕を発症したため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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ノボパガーレ号
（非抽選馬） １頭 クレムリンエッグ号



０５０８１ ３月２０日 晴 良 （２２中山２）第７日 第９競走 ��１，８００�
か ま が や

鎌 ケ 谷 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
鎌ケ谷市長賞（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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

３４ スカーレットダイヤ 牝５青鹿５５ 吉田 隼人芹澤 精一氏 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 ４４０± ０１：４９．８ ５．５�

５７ リ ュ シ オ ル 牝４鹿 ５５ 田中 勝春吉田 勝己氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４５４－ ２１：５０．１２ ８．５�
４５ イタリアンレッド 牝４鹿 ５５ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４ 〃 クビ １３．５�
６１０ イイデエース 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４５０＋ ２１：５０．２クビ ２４．１�
３３ クーデグレイス 牝４黒鹿５５ 横山 典弘吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ４ 〃 クビ １．４�
７１２ ミスベルツリー 牝４栗 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４７２－ ２１：５０．３� ５１．５�
４６ � ダイショウベリー 牝５鹿 ５５ 石神 深一馬場 �晃氏 河野 通文 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４５６＋ ４１：５０．５１� ６６．６	
５８ マイネエアウエイ 牝５鹿 ５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４３８－ ２１：５０．７１� ６０．５

７１１ ユングフラウヨシコ 牝４栗 ５５ 柴田 善臣下田穰一郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４６４－１２１：５０．９１� １８１．４�
２２ � ドリームプレイ 牝５鹿 ５５ 江田 照男�富美男企画 鈴木 勝美 新冠 隆栄牧場 ５１８± ０１：５１．０� １４３．４�
１１ � ブライズメイト 牝５鹿 ５５ 的場 勇人沖田 正憲氏 伊藤 大士 門別 沖田牧場 B４５０＋ ２１：５１．１� ３１４．８
６９ � リ オ 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 川上牧場 ４６４－１０１：５１．４２ ３３．３�
８１４� ナカヨキコト 牝４鹿 ５５ 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４１０－ ６１：５１．５クビ ２２１．３�
８１３ リネンフィールド 牝６栗 ５５ 三浦 皇成戸山 光男氏 南田美知雄 三石 平野牧場 ５０４＋ ２１：５２．４５ ３８３．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３１，２８０，０００円 複勝： ９５，８２１，９００円 枠連： ２５，２３９，９００円

普通馬連： ９５，４５４，６００円 馬単： ８５，７２８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，６３１，８００円

３連複： １１７，４３９，０００円 ３連単： ２８０，１８９，８００円 計： ７６２，７８５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ３２０円 � ４５０円 � ７５０円 枠 連（３－５） ３７０円

普通馬連 �� ２，１７０円 馬 単 �� ４，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ７９０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ６，３３０円 ３ 連 単 ��� ２７，２２０円

票 数

単勝票数 計 ３１２８００ 的中 � ４５３９７（２番人気）
複勝票数 計 ９５８２１９ 的中 � ８５２７１（２番人気）� ５５８９０（３番人気）� ３１２２１（５番人気）
枠連票数 計 ２５２３９９ 的中 （３－５） ５１６８５（２番人気）
普通馬連票数 計 ９５４５４６ 的中 �� ３２５９２（６番人気）
馬単票数 計 ８５７２８７ 的中 �� １４７２８（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１６３１８ 的中 �� １５３９９（５番人気）�� ９８７６（９番人気）�� ６９７０（１２番人気）
３連複票数 計１１７４３９０ 的中 ��� １３７０８（１９番人気）
３連単票数 計２８０１８９８ 的中 ��� ７５９８（７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３６．５―４９．１―１：０１．９―１：１４．６―１：２６．７―１：３８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．２
１
３
９（７，８）３（１，１０）（２，４）（５，１２）－（６，１３）１４，１１・（９，７）８（３，１０，４）（１，１２）（２，１３）（５，１４）（６，１１）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スカーレットダイヤ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Dehere デビュー ２００８．２．１１ 東京３着

２００５．３．１１生 牝５青鹿 母 キャニオンジュノー 母母 ミドルフォークラピッヅ １３戦４勝 賞金 ４６，６３０，０００円
〔騎手変更〕 リネンフィールド号の騎手柴山雄一は，病気のため三浦皇成に変更。



０５０８２ ３月２０日 晴 良 （２２中山２）第７日 第１０競走 ��
��１，６００�

か ん こ く ば じ か い

韓 国 馬 事 会 杯
発走１５時１０分 （芝・右・外）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
韓国馬事会賞（１着）

賞 品
本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

５８ キョウエイストーム 牡５芦 ５７ 後藤 浩輝田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４３８＋ ６１：３３．９ ３０．８�

３４ ブリッツェン 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４８２± ０ 〃 クビ ５．６�
３３ � アロマンシェス 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ ６．０�
８１４ カウアイレーン 牝４黒鹿５５ 横山 典弘 �社台レースホース和田 正道 新冠 パカパカ

ファーム ４５４± ０１：３４．０クビ ６．３�
２２ マイネプリンセス 牝４鹿 ５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４８２＋ ４ 〃 クビ ９．７�
６９ サザンスターディ 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５２６＋ ４１：３４．１� ９２．３	
１１ シ ル ポ ー ト 牡５鹿 ５７ 吉田 豊後藤 繁樹氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ５０２－ ２１：３４．２� ９．３

６１０ ハロースピード 牝６栗 ５５ 北村 宏司福島 実氏 相沢 郁 三石 山際牧場 ４７８＋３８１：３４．５１	 ６７．０�
４６ アップグレーデッド 牡６芦 ５７ 菅原 勲�大樹ファーム 大竹 正博 新冠 パカパカ

ファーム ４８４± ０１：３４．７１
 ３３．３�
（川崎）

５７ ジャコスキー 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 ５０８－１４１：３４．９	 ３．８
８１３ フライングメリッサ 牝６鹿 ５５ 吉田 隼人セゾンレースホース� 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２－ ６１：３５．２１	 ２２０．６�
７１１ ハ ウ オ リ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 浦河 大北牧場 ４６８－ ４１：３５．５１	 ７．８�
７１２ ショウナンアルバ 牡５鹿 ５７ 木幡 初広国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ５０２＋ ６ 〃 アタマ ２７．８�
４５ ワールドコンパス 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４８４－ ６１：３６．０３ ４１．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３８，８７１，１００円 複勝： ６０，５８６，７００円 枠連： ３６，６２２，３００円

普通馬連： １６７，０３９，２００円 馬単： ９０，０３４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，２１３，４００円

３連複： １７５，７４７，９００円 ３連単： ３２１，６４１，５００円 計： ９３７，７５７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０８０円 複 勝 � ５６０円 � １９０円 � １９０円 枠 連（３－５） ５１０円

普通馬連 �� ８，５６０円 馬 単 �� ２２，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０１０円 �� １，６４０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １０，７７０円 ３ 連 単 ��� １１０，９３０円

票 数

単勝票数 計 ３８８７１１ 的中 � ９９５５（９番人気）
複勝票数 計 ６０５８６７ 的中 � ２２０９３（８番人気）� ９６０７０（３番人気）� ９６６００（２番人気）
枠連票数 計 ３６６２２３ 的中 （３－５） ５３１３４（１番人気）
普通馬連票数 計１６７０３９２ 的中 �� １４４０５（２７番人気）
馬単票数 計 ９００３４９ 的中 �� ２９３５（６３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７２１３４ 的中 �� ５５３８（２５番人気）�� ６８５２（２２番人気）�� ２５６５１（３番人気）
３連複票数 計１７５７４７９ 的中 ��� １２０４７（３４番人気）
３連単票数 計３２１６４１５ 的中 ��� ２１４０（３３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．７―３５．０―４６．９―５８．３―１：０９．９―１：２１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．６

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

勝馬の
紹 介

キョウエイストーム �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１２．８ 中山３着

２００５．５．１８生 牡５芦 母 レガシーパーパス 母母 レガシーフィールド １９戦４勝 賞金 ７４，４６８，０００円
〔騎手変更〕 フライングメリッサ号の騎手柴山雄一は，病気のため吉田隼人に変更。
※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。



０５０８３ ３月２０日 晴 良 （２２中山２）第７日 第１１競走 ��
��１，８００�第２４回フラワーカップ（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）
牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
２，０００万円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬１�増

賞 品
本 賞 ３７，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，３００，０００円 ５，６００，０００円 ３，７００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００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

６１２ オウケンサクラ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４８６＋ ２１：５０．３ ７．９�

６１１ コスモネモシン 牝３青鹿５５ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 ４３８－ ６１：５０．５１� １０．１�
５９ サンテミリオン 牝３黒鹿５４ 横山 典弘吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５６－ ２１：５０．７１	 １．６�
７１３ ベストクルーズ 牝３芦 ５４ 吉田 豊飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４３０－ ６ 〃 アタマ １５．８�
２３ シンメイフジ 牝３鹿 ５５ 岩田 康誠織田 芳一氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B４５２－ ４ 〃 アタマ ６．５�
７１４ ディアアレトゥーサ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹�樽さゆり氏 畠山 吉宏 むかわ 新井牧場 ４７４± ０１：５０．８クビ ５６．６�
１２ ニーマルオトメ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成板橋 秋氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 ４６８－ ２１：５１．３３ １５．０	
１１ ダンシングマオ 牝３鹿 ５４ 江田 照男森口
一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４５２－ ８１：５１．４	 ４９．６�
３６ イイデサンドラ 牝３芦 ５４ 田中 勝春 �アールエスエーカントリ河野 通文 新冠 山岡ファーム ４３６－ ６ 〃 クビ ３３．０
３５ バイタルスタイル 牝３栗 ５４ 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４６２＋ ４１：５１．５	 １１５．５�
２４ メジロムーア 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�メジロ牧場 相沢 郁 洞爺湖 メジロ牧場 ４７２＋ ８ 〃 クビ ５４．０�
８１６ ダイワフェズブルー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：５１．６クビ １０７．９�
５１０ ダノンプリマドンナ 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４３８－１４１：５１．８１� １３９．２�
４７ チェンジオブシーン 牝３青 ５４ 的場 勇人 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６－ ４ 〃 クビ ３５４．９�
４８ ニシノキュアノス 牝３青鹿５４ 菅原 勲西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 ４７４－ ２１：５２．０１	 ２９８．５�

（川崎）

８１５ ジュヴェビアン 牝３鹿 ５４ 小林 淳一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４６０－ ２１：５３．０６ １３０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１０，１５８，９００円 複勝： １９４，０２９，０００円 枠連： ８９，８８２，０００円

普通馬連： ４４５，６２０，２００円 馬単： ２８４，２２４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １２４，０１６，３００円

３連複： ４８９，４６１，２００円 ３連単： １，１１８，６８２，４００円 計： ２，８５６，０７４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � １１０円 枠 連（６－６） ２，９７０円

普通馬連 �� ２，８３０円 馬 単 �� ６，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ２７０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，３６０円 ３ 連 単 ��� １５，３５０円

票 数

単勝票数 計１１０１５８９ 的中 � １１０５５５（３番人気）
複勝票数 計１９４０２９０ 的中 � ２０３２５０（２番人気）� １４３２０８（４番人気）� ９８９８７８（１番人気）
枠連票数 計 ８９８８２０ 的中 （６－６） ２２３４０（１２番人気）
普通馬連票数 計４４５６２０２ 的中 �� １１６２１０（９番人気）
馬単票数 計２８４２２４６ 的中 �� ３３３１７（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２４０１６３ 的中 �� ３４３７５（８番人気）�� １２４８５０（１番人気）�� １１２５１７（３番人気）
３連複票数 計４８９４６１２ 的中 ��� ２６６７７１（２番人気）
３連単票数 計１１１８６８２４ 的中 ��� ５３８０９（３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．８―３６．５―４９．６―１：０２．５―１：１５．２―１：２７．３―１：３９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

オウケンサクラ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００９．１１．２８ 京都４着

２００７．３．３１生 牝３鹿 母 ランフォザドリーム 母母 ミルフォードスルー ６戦３勝 賞金 ６０，９３１，０００円
〔騎手変更〕 ニシノキュアノス号の騎手柴山雄一は，病気のため菅原勲に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 グレナディーン号
※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。



０５０８４ ３月２０日 晴 良 （２２中山２）第７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

５９ ケイアイダイオウ 牡４鹿 ５７
５４ ▲伊藤 工真 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５２８± ０１：１３．３ ２．１�

８１５� エーシンリードオー 牝４黒鹿５５ 岩田 康誠�栄進堂 小崎 憲 米 Winches-
ter Farm ４７４± ０１：１３．７２� ３．８�

６１１ ケージーファントム 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹川井 五郎氏 水野 貴広 三石 松本牧場 ５１６－ ８１：１４．１２� ３０．４�
４８ ミッキーフォルテ 牡５鹿 ５７ 吉田 豊三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 ５４６± ０ 〃 クビ ７．６�
１２ アプローズヒーロー 牡６鹿 ５７ 鈴来 直人小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４５２－ ４１：１４．２クビ ７９．５�
４７ マッドマックス 牡４鹿 ５７ 的場 勇人有馬 博文氏 的場 均 三石 城地 和義 ５１０＋１０ 〃 ハナ １１．２�
５１０ ミッキーシュタルク 牡４鹿 ５７ 横山 典弘野田みづき氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：１４．４１ １４．５	
２３ ラオムフェーレ 牡６栗 ５７ 柴田 大知
ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４８８－ ６１：１４．５� １９１．５�
６１２� エ イ ワ ナ ギ 牡７鹿 ５７ 北村 宏司永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. B５３４＋ ６１：１４．６� ６６．４�
３６ シュンカジョウ 牝５鹿 ５５ 小林 淳一河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４６０＋ ２１：１５．０２� １０２．６
３５ グリンガレット 牡８鹿 ５７ 江田 照男
ターフ・スポート粕谷 昌央 静内 聖心台牧場 ４９４－ ２１：１５．２１� ２５４．６�
１１ サマーミッドナイト 牝５黒鹿５５ 木幡 初広セゾンレースホース� 稲葉 隆一 静内 畠山牧場 ４５０＋ ４１：１５．５２ ２７７．１�
８１６ レットイットライド 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝本田 康博氏 武藤 善則 浦河 本巣 敦 ４９８＋ ２１：１５．７１	 ２２．５�
２４ � レッドスポーツカー 牡７鹿 ５７

５４ ▲丸山 元気藤田 在子氏 天間 昭一 米 Gilbert G.
Campbell B４７４－ ２１：１６．０１
 ６４．８�

７１３� エイトサンデー 牡６鹿 ５７ 菅原 勲河合良太郎氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ５３８＋１４１：１７．１７ ３６０．２�
（川崎）

７１４ リ ュ ウ メ イ 牝５鹿 ５５ 石橋 脩福井 章哉氏 清水 英克 森 笹川大晃牧場 ４６６＋ ２ 〃 同着 １１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，１５５，９００円 複勝： ５８，０８４，３００円 枠連： ４５，１４５，５００円

普通馬連： １６２，０４６，０００円 馬単： １０２，８９５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，９９９，８００円

３連複： １７４，５８１，７００円 ３連単： ３７４，１７２，２００円 計： １，０１２，０８１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ４００円 枠 連（５－８） ３６０円

普通馬連 �� ３６０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ８４０円 �� １，７５０円

３ 連 複 ��� ３，２３０円 ３ 連 単 ��� ９，５５０円

票 数

単勝票数 計 ４４１５５９ 的中 � １６７１３７（１番人気）
複勝票数 計 ５８０８４３ 的中 � １６４０７３（１番人気）� １０９５４９（２番人気）� ２４３２０（８番人気）
枠連票数 計 ４５１４５５ 的中 （５－８） ９４２９０（１番人気）
普通馬連票数 計１６２０４６０ 的中 �� ３３７３２５（１番人気）
馬単票数 計１０２８９５９ 的中 �� １０５８２７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０９９９８ 的中 �� ７２２６９（１番人気）�� １３４４６（１０番人気）�� ６１６４（１９番人気）
３連複票数 計１７４５８１７ 的中 ��� ３９９４４（１０番人気）
３連単票数 計３７４１７２２ 的中 ��� ２８９３６（２２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．３―１２．８―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．８―４８．６―１：００．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイダイオウ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 El Prado デビュー ２００８．１０．２６ 東京５着

２００６．４．２７生 牡４鹿 母 シャイアーズエンデ 母母 Shared Reflections １１戦３勝 賞金 ３４，７９０，０００円
〔騎手変更〕 グリンガレット号の騎手柴山雄一は，病気のため江田照男に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エイコオミリオン号
※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。



（２２中山２）第７日 ３月２０日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８６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

２４６，５３０，０００円
２，１３０，０００円
１０，３９０，０００円
１，８１０，０００円
２４，１６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，５７３，０００円
５，７０８，６００円
１，８４１，４００円

勝馬投票券売得金
３７９，５１２，２００円
６５７，８２１，９００円
３４６，６３９，１００円
１，３４２，４１２，０００円
９００，２４１，２００円
４２５，３１０，４００円
１，４９４，８５０，３００円
２，９６５，５９１，７００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 ８，５１２，３７８，８００円

総入場人員 ２２，８５５名 （有料入場人員 ２１，２７１名）




