
０７０８５ ３月２８日 曇 良 （２２中京２）第８日 第１競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・左）

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

５７．７
５７．１

不良

稍重

１１ ブライティアカーサ 牝３栗 ５４
５１ ▲丸山 元気小林 昌志氏 矢野 英一 日高 大沢育成牧場 ４６０＋ ４１：００．６ ２５．９�

６１２ ルナドリーム 牝３栗 ５４ 酒井 学畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４６８＋ ６１：００．９１� ８．０�
４７ ケイツーノース 牝３栗 ５４ 岩田 康誠楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 ４７８± ０１：０１．０� ３．１�
６１１ キクノアルバ 牝３鹿 ５４ 幸 英明菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 惣田 英幸 ４５６＋ ６１：０１．２１ ５．１�
５９ トップオブザヘヴン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４３８＋ ２１：０１．３� ７．４�
３６ ティファニーケイス 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三�辻牧場 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 ４７０－ ６ 〃 ハナ ２．８�
７１３ サンレイキャロル 牝３芦 ５４ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 新ひだか 岡野牧場 ４５４－ ６１：０１．４� ２９．１	
８１６ パ シ ャ 牝３鹿 ５４ 黛 弘人�出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ３９２＋ ２ 〃 アタマ ２０５．７

２３ コウエイマドンナ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ５１８＋ ４１：０１．６１� １１５．５�
８１５ コパサンスマイル 牝３栗 ５４ 大野 拓弥小林 祥晃氏 牧 光二 浦河 惣田 英幸 ４２８－ ２１：０１．８１ ４１０．４�
７１４ メイショウアリス 牝３黒鹿５４ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４０４ ―１：０２．０１� １９３．６
１２ シゲルオイチ 牝３栗 ５４ 古川 吉洋森中 蕃氏 柴田 政見 様似 ホウセイ牧場 ４４４ ―１：０２．２１� ２６６．８�
４８ メイショウコズエ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 日の出牧場 ４４０＋ ６１：０２．４１� ３７３．７�
２４ オオシマエリス 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦�大島牧場 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４２０ ―１：０２．５� ９８．４�
３５ シゲルメゴヒメ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎森中 蕃氏 小野 幸治 新ひだか 山田牧場 ４５０ ―１：０３．６７ ３３１．２�
５１０ カシノモナルダ 牝３栗 ５４ 熊沢 重文柏木 務氏 須貝 彦三 新ひだか タイヘイ牧場 ４４８－１８１：０８．３大差 ３４１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，１８５，５００円 複勝： １７，７７９，２００円 枠連： ８，８４７，１００円

普通馬連： ２８，６０１，５００円 馬単： ２３，８５７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２，２６３，６００円

３連複： ４３，５８５，８００円 ３連単： ６５，４８８，９００円 計： ２１２，６０８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５９０円 複 勝 � ３７０円 � ２３０円 � １４０円 枠 連（１－６） ２，５９０円

普通馬連 �� ７，３３０円 馬 単 �� １７，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９９０円 �� ７３０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ５，３８０円 ３ 連 単 ��� ６９，３５０円

票 数

単勝票数 計 １２１８５５ 的中 � ３７１４（６番人気）
複勝票数 計 １７７７９２ 的中 � ９７４９（６番人気）� １８４６３（５番人気）� ４４６２１（１番人気）
枠連票数 計 ８８４７１ 的中 （１－６） ２５２９（９番人気）
普通馬連票数 計 ２８６０１５ 的中 �� ２８８０（１９番人気）
馬単票数 計 ２３８５７２ 的中 �� １０１０（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２２６３６ 的中 �� １４２１（１９番人気）�� ４１６０（１１番人気）�� ６４０９（４番人気）
３連複票数 計 ４３５８５８ 的中 ��� ５９８５（１９番人気）
３連単票数 計 ６５４８８９ 的中 ��� ６９７（１８０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．１―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．７―３５．８―４７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライティアカーサ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００９．１２．１３ 中山１５着

２００７．４．１４生 牝３栗 母 ヒガシルージュ 母母 アリーウイン ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔騎手変更〕 ティファニーケイス号の騎手藤岡康太は，病気のため佐藤哲三に変更。
〔制裁〕 コウエイマドンナ号の騎手西田雄一郎は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（６番への進

路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノモナルダ号は，平成２２年５月２８日まで平地競走に出走できない。



０７０８６ ３月２８日 曇 良 （２２中京２）第８日 第２競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０分 （ダート・左）

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

１：４２．９
１：４１．７

重

不良

４７ グリッターウイング 牡３栗 ５６ 四位 洋文吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１４± ０１：４８．０ １．５�

１１ キクノキセキ 牡３栗 ５６ 幸 英明菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 高橋牧場 ４７８－ ２１：４８．２１� ４．３�
５１０ グランブリーズ 牡３栗 ５６ 飯田 祐史藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 今井 秀樹 ４６４＋ ２１：４８．３� ２５．８�
８１６ トーホウチェイサー 牡３栗 ５６ 田中 勝春東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４８８＋１２１：４８．８３ ９．９�
２４ コ ウ ガ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太中村 政勝氏 高市 圭二 新ひだか 畠山牧場 ４６０＋ ２１：４９．３３ ２２９．７�
６１１ シゲルサコン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田スタツド ４９４± ０１：４９．５１� ８．４�
８１５ イチエイクリッパー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ５０６＋ ４ 〃 クビ ８１．２	
１２ エーシンサンダー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三�栄進堂 沖 芳夫 浦河 室田 千秋 ４７６ ―１：５０．１３� １３３．７

７１４ スリーピークス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一山上 和良氏 和田正一郎 宮城 遊佐 武俊 ４５４＋ ２１：５０．８４ ５０６．１�
２３ ディープドリーム 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦深見 敏男氏 本田 優 浦河 小林 仁 ４８２－ ２１：５０．９� ２６．０�
３６ ミスターガッテン 牡３栗 ５６ 西田雄一郎大島 敏氏 本間 忍 新ひだか 安田 豊重 ４９４－１４１：５１．０� ２４２．４
５９ ラ ハ イ ナ 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４５８＋ ４１：５１．１� １５２．３�
６１２	 クレバーミッキー 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作田� 正明氏 加藤 和宏 米 Robert D.
Nash ４２４＋ ２１：５１．３� ７０９．８�

７１３ サンマルデジタル 牡３栗 ５６ 芹沢 純一相馬 勇氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 ４７８± ０ 〃 クビ ２６９．９�
４８ ナスノカーネギー 牡３鹿 ５６ 田中 博康�須野牧場 奥平 雅士 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４９６－２０１：５１．４� １８７．５�
３５ チ ャ ハ ヤ 牝３芦 ５４ 松田 大作坂田 行夫氏 粕谷 昌央 日高 三輪 幸子 ４５４－ ６１：５３．３大差 ２０５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，８７１，２００円 複勝： ３８，８７４，５００円 枠連： ８，４９５，３００円

普通馬連： ２８，３９５，２００円 馬単： ２６，６８５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １１，８４９，８００円

３連複： ４０，２７８，０００円 ３連単： ７３，９７５，７００円 計： ２４２，４２５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２９０円 枠 連（１－４） ２３０円

普通馬連 �� ２３０円 馬 単 �� ３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ４７０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� １，１４０円 ３ 連 単 ��� ２，９００円

票 数

単勝票数 計 １３８７１２ 的中 � ７４９２４（１番人気）
複勝票数 計 ３８８７４５ 的中 � ２６７９１８（１番人気）� ４１０４４（２番人気）� １０８５０（６番人気）
枠連票数 計 ８４９５３ 的中 （１－４） ２７３０３（１番人気）
普通馬連票数 計 ２８３９５２ 的中 �� ９２２９８（１番人気）
馬単票数 計 ２６６８５８ 的中 �� ５７６３７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１８４９８ 的中 �� ３１２９０（１番人気）�� ４９４６（７番人気）�� ２７３９（１０番人気）
３連複票数 計 ４０２７８０ 的中 ��� ２６１２０（４番人気）
３連単票数 計 ７３９７５７ 的中 ��� １８８８７（５番人気）

ハロンタイム ７．２―１０．７―１１．６―１３．４―１３．４―１３．７―１２．９―１２．６―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１７．９―２９．５―４２．９―５６．３―１：１０．０―１：２２．９―１：３５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３８．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

グリッターウイング �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１０．２．６ 京都２着

２００７．４．２５生 牡３栗 母 レースウィング 母母 レ ー ス ４戦１勝 賞金 １１，８００，０００円
〔その他〕 チャハヤ号は，向正面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。



０７０８７ ３月２８日 曇 良 （２２中京２）第８日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （芝・左）

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

１：０６．７
１：０６．５

良

良

５１０ ショウナンナックル 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠国本 哲秀氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 ４１６± ０１：１０．４ ９．１�

１２ ロードセイバー 牡３栗 ５６ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか 藤井 益美 ４５２± ０ 〃 クビ ２．３�
４７ トーホウカクテル 牝３栗 ５４ 横山 典弘東豊物産� 古賀 史生 新ひだか 片山牧場 ４４０－ ２１：１０．６１� ６．５�
５９ ブルームーンピサ 牝３芦 ５４ 田中 勝春市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B４６６± ０ 〃 クビ １５．９�
８１８ オペラライコー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣佐々木 勇氏 南田美知雄 浦河トラストスリーファーム ４２４＋ ４１：１０．７クビ １０．５�
７１３ キャロルロゼ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６２－ ６１：１０．９１� ６４．９	
６１１ トーセンポインター 牡３鹿 ５６ 北村 友一島川 
哉氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 ４４８± ０ 〃 クビ １５．６�
８１６ メ グ チ ャ ン 牝３黒鹿５４ 幸 英明大澤 毅氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 ４１６－ ８１：１１．０クビ ７３．１�
３６ エンシェントエイジ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩吉岡 泰治氏 松山 将樹 日高 庄野牧場 ４６２ ― 〃 クビ ７３．９
６１２ ゴールドホース 牡３栗 ５６

５３ ▲丸山 元気村山 義一氏 谷原 義明 平取 原田 新治 ４７６± ０１：１１．１� １１６．７�
２３ マイルストーン 牝３栗 ５４ 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 橋本牧場 ４２４－ ４ 〃 クビ ５９．２�
７１５ リズミカルステップ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎有限会社シルク坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ４４６－ ４１：１１．２クビ ３３．６�
８１７ コーストバンクシア 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５２４＋１０ 〃 クビ ４．７�
１１ サンマルプリンセス 牝３鹿 ５４ 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４４２＋１８１：１１．３クビ ２３１．８�
３５ ポールラッシュ �３鹿 ５６ 熊沢 重文山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４１４＋ ４１：１１．４� ５５．６�
２４ ライトニングボルト 牡３栗 ５６ 古川 吉洋吉澤 克己氏 古賀 慎明 新冠 若林牧場 B４９０－ ４ 〃 クビ ３０３．３�
４８ ブリサプリマベラル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 ４０６ ―１：１２．８９ ５６７．５�
７１４ マ リ エ ッ タ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�ターフ・スポート上原 博之 新ひだか 坂本 智広 ４７６ ―１：１２．９� ４２８．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，２０３，２００円 複勝： ２５，５６０，７００円 枠連： １３，３６９，５００円

普通馬連： ３３，２７８，７００円 馬単： ２６，０６１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １４，６６６，７００円

３連複： ４８，４１２，３００円 ３連単： ６６，８８４，９００円 計： ２４４，４３７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ２６０円 � １３０円 � １９０円 枠 連（１－５） ５９０円

普通馬連 �� １，３８０円 馬 単 �� ２，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� １，３３０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ２，８２０円 ３ 連 単 ��� ２１，３１０円

票 数

単勝票数 計 １６２０３２ 的中 � １４０４７（４番人気）
複勝票数 計 ２５５６０７ 的中 � １９８２６（５番人気）� ７５４５７（１番人気）� ３２１５２（３番人気）
枠連票数 計 １３３６９５ 的中 （１－５） １６９１１（２番人気）
普通馬連票数 計 ３３２７８７ 的中 �� １７８５２（５番人気）
馬単票数 計 ２６０６１５ 的中 �� ６５４９（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４６６６７ 的中 �� ６８２７（５番人気）�� ２４８５（１５番人気）�� １１３９５（２番人気）
３連複票数 計 ４８４１２３ 的中 ��� １２６９２（８番人気）
３連単票数 計 ６６８８４９ 的中 ��� ２３１７（４９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．５―１１．８―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．６―４６．４―５８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３５．８
３ １０（１５，１８）（４，１２）（２，１３）（３，５）（９，１６）（１１，１７）７（１４，１）６＝８ ４ １０（１５，１８）４（１２，２，１３）（３，５）９（７，１６）（１１，１７）１，６，１４＝８

勝馬の
紹 介

ショウナンナックル �
�
父 デュランダル �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００９．９．２６ 阪神５着

２００７．１．２１生 牝３鹿 母 コランディアクイン 母母 ルイジアナピット ５戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔騎手変更〕 ロードセイバー号の騎手藤岡康太は，病気のため池添謙一に変更。

ブルームーンピサ号の騎手武豊は，第２回阪神競馬第１日第１０競走での落馬負傷のため田中勝春に変更。
※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。
（非抽選馬） １頭 ライブリクラフト号



０７０８８ ３月２８日 曇 良 （２２中京２）第８日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０分 （芝・左）

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

１：５６．９
１：５６．４

良

良

８１６� クレバーロッシー 牡３栗 ５６
５３ ▲丸山 元気田� 正明氏 加藤 和宏 米 Tom Stone-

braker ４６８－ ６２：０２．１ ６．１�

４７ ロードホーリー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 浦河 村下 清志 ４７２＋ ２２：０２．９５ １１．１�
５１０ フェアリーレイ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４８２－１４ 〃 クビ ４．１�
７１４ ファーストグロース 牡３鹿 ５６ 吉田 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４６６－１２ 〃 ハナ ７．１�
３５ タガノアブシンベル 牡３栗 ５６ 池添 謙一八木 良司氏 本田 優 日高 春木 昭雄 ４６６＋ ２２：０３．０クビ ６．７�
７１３� リヴィアローズ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文山本 英俊氏 矢作 芳人 愛 J. Jam-

gotchian ４３０－ ２ 〃 ハナ ４５．７	
６１２ サベラージュ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲西村 太一 
スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム B４６０＋ ６２：０３．１� ２３．５�
２３ セブンライターズ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣熊坂富寿雄氏 宗像 義忠 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４５４－ ４２：０３．３１� ４５．３�
１１ リュウシンドラゴン 牡３青鹿５６ 大野 拓弥桑畑 信氏 高木 登 えりも エクセルマネジメント B４６２－ ８２：０３．４クビ ２３１．８�
３６ キタサンボルケーノ 牡３青 ５６ 小牧 太
大野商事 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ５１８－ ４ 〃 クビ １４．４�
１２ ビッグラジャー 牝３黒鹿５４ 酒井 学
ビッグ 梅田 康雄 新冠 川上 悦夫 ４２２－ ２２：０３．５クビ ６９．４�
５９ ジ ュ ー ダ 牡３栗 ５６ 幸 英明前田 幸治氏 松元 茂樹 日高 下河辺牧場 ４８０－ ４ 〃 ハナ ４．３�
８１７ ホッコーブリット 牡３栗 ５６

５３ ▲川須 栄彦
�昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 B４６８－ ８２：０３．７１ ４６．９�
６１１ ジョリーロジャー 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋
日進牧場 柴田 政見 浦河 出口 宜己 ５０６ ―２：０４．４４ １３７．５�
４８ セイルオンザグラス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 
キャロットファーム 北出 成人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２－ ２２：０４．５� ５２．９�
８１８ ユウターエール 牡３栗 ５６ 岩崎 祐己上山 利広氏 西橋 豊治 新冠 中本牧場 ４４０± ０２：０４．８２ １０５．２�
２４ サマーパステル 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹セゾンレースホース� 高木 登 新ひだか 本桐牧場 ４５０＋ ２２：０４．９クビ ２５７．８�
７１５� アポロダイバー 牡３青鹿５６ 丹内 祐次菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Bill Wahl LLC

& Gainesway ５２２－１２２：０５．２１� ２２３．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，０５４，７００円 複勝： ２６，９５９，２００円 枠連： １３，３６７，１００円

普通馬連： ３４，７２２，５００円 馬単： ２５，６５０，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，０３８，８００円

３連複： ４９，３１６，３００円 ３連単： ７１，３３３，４００円 計： ２５５，４４２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２００円 � ３２０円 � １９０円 枠 連（４－８） ３，１７０円

普通馬連 �� ３，５３０円 馬 単 �� ６，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０９０円 �� ５６０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ４，６８０円 ３ 連 単 ��� ３０，１７０円

票 数

単勝票数 計 １８０５４７ 的中 � ２３６７８（３番人気）
複勝票数 計 ２６９５９２ 的中 � ３８５９５（４番人気）� １９６２１（６番人気）� ４０９４６（３番人気）
枠連票数 計 １３３６７１ 的中 （４－８） ３１１８（１１番人気）
普通馬連票数 計 ３４７２２５ 的中 �� ７２６２（１６番人気）
馬単票数 計 ２５６５００ 的中 �� ２７５１（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６０３８８ 的中 �� ３５０９（１５番人気）�� ７３５８（３番人気）�� ５４３１（７番人気）
３連複票数 計 ４９３１６３ 的中 ��� ７７８１（１２番人気）
３連単票数 計 ７１３３３４ 的中 ��� １７４５（８２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．４―３５．９―４８．７―１：０１．５―１：１３．５―１：２６．０―１：３８．１―１：４９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．１
１
３

１６（１２，１４）１８，１（９，１１）（４，６）（１７，１０）７，５－（２，１５）（３，１３）－８
１６，１４（１２，１０）（９，１１）（１，１８，５，６）（１７，７，８）１３，２（４，３）１５

２
４
１６（１２，１４）１８，１（９，１１，１０）（４，６）１７（７，５）－１５，２，１３，３，８
１６，１４（１２，１０）（９，１１）（１，１８，５，６）（１７，７，１３）８（２，３）４，１５

勝馬の
紹 介

�クレバーロッシー �
�
父 Pleasant Tap �

�
母父 Moscow Ballet デビュー ２００９．１２．２７ 中山２着

２００７．２．２０生 牡３栗 母 Soviet Nights 母母 Morning Fresh ３戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔騎手変更〕 フェアリーレイ号の騎手藤岡康太は，病気のため秋山真一郎に変更。

リヴィアローズ号の騎手武豊は，第２回阪神競馬第１日第１０競走での落馬負傷のため四位洋文に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 キンショールビー号・ホワッツアップ号



０７０８９ ３月２８日 曇 良 （２２中京２）第８日 第５競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時２０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．７

重

不良

８１６� ポンテディリアルト 牝５青 ５５ 横山 典弘吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ４４２－ ２１：４５．８ ５．４�

３５ キャメロンバローズ 牝４栗 ５５ 安藤 光彰猪熊 広次氏 藤沢 則雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７２＋ ２１：４６．５４ ２．４�

１２ ヤマニンノベリスト 牝６鹿 ５５ 田辺 裕信土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４５６－ ４１：４６．９２� ５．８�
４７ テ ィ フ ィ ン 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４４０± ０１：４７．１１� １０．２�
６１１ センターステージ 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム ４６６＋１４１：４７．３１� １６．１�
５９ トワインブルーム 牝４鹿 ５５ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 新冠 有限会社

大原ファーム ４５８＋ ６ 〃 ハナ １６．０�
４８ リバーキャッスル 牝５栗 ５５ 柴田 善臣河越 武治氏 作田 誠二 三石 飯岡牧場 ４３４＋ ２１：４７．５１� １１４．４	
１１ � フローラルウインド 牝４黒鹿５５ 佐藤 哲三 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ４４６＋ ４ 〃 クビ ２３．３�
５１０ クリムゾンブーケ 牝４栗 ５５ 幸 英明 �キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４３８－１８ 〃 アタマ ２９．４�
２４ � カリキュレイター 牝６栗 ５５

５２ ▲小野寺祐太柳橋 俊昭氏 田島 俊明 門別 富川牧場 ４６２＋ ６１：４７．６クビ ７４８．８
８１５ ビバロングライフ 牝７鹿 ５５ 岩田 康誠池住 安信氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４５８－ ４１：４７．７� １６．６�
３６ � シアトルレイナ 牝６栗 ５５ 大野 拓弥大湯 幸栄氏 石毛 善彦 門別 木村牧場 ４６０＋ ２１：４８．０１� ２１７．２�
６１２ シルバービート 牝４芦 ５５ 北村 友一門野 重雄氏 岡田 稲男 静内 フジワラフアーム ４８２＋ ２１：４８．１� １３．２�
７１４ カントリードーター 牝４栗 ５５ 石橋 脩�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 ４７６－ １１：４８．３１� ４０９．０�
２３ � ベッロカリーノ 牝４黒鹿５５ 田中 博康 �キャロットファーム 羽月 友彦 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ２１：４８．５１� ３７．１�
７１３� サウスアミューズ 牝５鹿 ５５ 松田 大作南波 壽氏 土田 稔 三石 土田 和男 B４５６－ ８１：４８．８２ １２１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，６３３，３００円 複勝： ２２，８３８，７００円 枠連： １１，７２８，９００円

普通馬連： ３１，５４３，７００円 馬単： ２３，４４４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １４，０２８，４００円

３連複： ４５，８９２，２００円 ３連単： ６９，８２１，３００円 計： ２３３，９３１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １９０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（３－８） ４４０円

普通馬連 �� ８６０円 馬 単 �� ２，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ６００円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，６６０円 ３ 連 単 ��� １０，４８０円

票 数

単勝票数 計 １４６３３３ 的中 � ２１５５６（２番人気）
複勝票数 計 ２２８３８７ 的中 � ２４８１３（３番人気）� ６５７１２（１番人気）� ４０３９３（２番人気）
枠連票数 計 １１７２８９ 的中 （３－８） １９８１３（１番人気）
普通馬連票数 計 ３１５４３７ 的中 �� ２７１９３（２番人気）
馬単票数 計 ２３４４４８ 的中 �� ７７０７（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４０２８４ 的中 �� ９１０２（２番人気）�� ５１４４（５番人気）�� １７２６１（１番人気）
３連複票数 計 ４５８９２２ 的中 ��� ２０４７７（３番人気）
３連単票数 計 ６９８２１３ 的中 ��� ４９１７（１６番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．８―１１．６―１３．３―１３．０―１２．４―１２．３―１２．２―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１７．９―２９．５―４２．８―５５．８―１：０８．２―１：２０．５―１：３２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．６
１
３
２，１１－（３，５）（６，１２，１３）－（４，１０）（１，７）（８，１６）１５，９，１４
１６－（２，５）７（３，１１）（６，１３，８）（４，１，１０）（１２，９）１５，１４

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

勝馬の
紹 介

�ポンテディリアルト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Rainbow Corner

２００５．２．７生 牝５青 母 リアルナンバー 母母 Numeraria １７戦１勝 賞金 １８，９００，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 キャメロンバローズ号の騎手武豊は，第２回阪神競馬第１日第１０競走での落馬負傷のため安藤光彰に変更。



０７０９０ ３月２８日 曇 良 （２２中京２）第８日 第６競走 ��
��１，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１２時５０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．７
５７．１

不良

稍重

８１６ トップオブボストン 牡５鹿 ５７ 吉田 豊横瀬 寛子氏 飯田 雄三 浦河 桑田フアーム B５５８＋ ４ ５８．９ １５．８�

３５ � フィールドチャペル 牡４青 ５７ 幸 英明地田 勝三氏 藤岡 範士 米 CandyLand ４８４－ ６ ５９．０� １．５�
５９ 	 スマートマグナム 牡４青鹿５７ 四位 洋文大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 前川ファーム ５２４＋ ４ ５９．１� ３．６�
３６ � クレムリンエッグ 牡５栗 ５７ 石橋 脩�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell

Farm B４９２－ ８ 〃 ハナ ７９．８�
１１ 	 トミケントラスト 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次冨樫 賢二氏 水野 貴広 三石 上村 清志 ５２４－ ６ ５９．５２� １４９．１�
１２ ガリレオシチー 牡４黒鹿５７ 鈴来 直人 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５０８＋ ８ 〃 クビ ３３３．１�
４８ リバーサルブロー 牡４鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４７６± ０ ５９．６
 １１．４	
６１１ コロナループ 牡４栗 ５７

５４ ▲平野 優 
キャロットファーム 二ノ宮敬宇 日高 加藤牧場 ５０４＋２０ ５９．９１
 １０．５�
２３ エクストラシチー 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 門別 幾千世牧場 ４３６－ ４１：００．０
 ２１５．７�
２４ 	 ジョイチャイルド 牝４鹿 ５５

５２ ▲丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４４８＋ ２１：００．１クビ ７６．２
４７ 	 ウォータールフラン 牝５栗 ５５ 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 静内 飛野牧場 ４５０＋ ４ 〃 クビ ４６８．３�
７１４ レインボールシファ 牡６栗 ５７ 宮崎 北斗飯田総一郎氏 柴崎 勇 門別 千葉飯田牧場 ５０２－ ４１：００．４１
 ２７３．９�
８１５	 メイプルスペシャル 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太川上 悦夫氏 高市 圭二 新冠 川上牧場 ５０８＋ ２１：００．５クビ ４４７．６�
５１０	 ギブミーアチャンス 牝７鹿 ５５ 西田雄一郎近藤 正道氏 石栗 龍彦 えりも 能登 浩 ４４４± ０１：００．６
 ４２６．１�
７１３	 ピサノヴァロン 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠市川 義美氏 坂口 正大 新冠 松浦牧場 ４３８－ ８１：００．８１� ４４．８�
６１２ キタグニノホシ 牡７鹿 ５７ 田辺 裕信秋場 清�氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４９４－ ７１：００．９
 ３２９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，００３，５００円 複勝： ３１，４３６，５００円 枠連： １１，９６５，１００円

普通馬連： ３３，６０８，０００円 馬単： ３３，２８０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４，２１９，７００円

３連複： ４３，４３２，９００円 ３連単： ９３，０７６，５００円 計： ２７９，０２３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（３－８） ７４０円

普通馬連 �� １，０１０円 馬 単 �� ２，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ４８０円 �� １４０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 ��� ８，６８０円

票 数

単勝票数 計 １８００３５ 的中 � ９０２８（５番人気）
複勝票数 計 ３１４３６５ 的中 � １６７６９（４番人気）� １８５６６３（１番人気）� ４３６５０（２番人気）
枠連票数 計 １１９６５１ 的中 （３－８） １２００５（３番人気）
普通馬連票数 計 ３３６０８０ 的中 �� ２４７８９（３番人気）
馬単票数 計 ３３２８０９ 的中 �� ８４５１（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４２１９７ 的中 �� ９９７３（３番人気）�� ５４７４（６番人気）�� ３７１８４（１番人気）
３連複票数 計 ４３４３２９ 的中 ��� ４８３４４（２番人気）
３連単票数 計 ９３０７６５ 的中 ��� ７９２１（２４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．６―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．９―３４．５―４６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３６．０
３ ・（９，１６）－（５，１１）６，１４（１，８，１３）（３，１２）（７，１５）２，４，１０ ４ ・（９，１６）－（５，１１）６，８（１，１４）１３（３，１２）１５（２，７）（４，１０）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トップオブボストン �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Vanlandingham デビュー ２００７．８．４ 小倉１４着（５位）

２００５．５．１０生 牡５鹿 母 カ ガ ヤ キ Ⅱ 母母 Super Luna ２３戦２勝 賞金 ３４，４５０，０００円
〔騎手変更〕 スマートマグナム号の騎手武豊は，第２回阪神競馬第１日第１０競走での落馬負傷のため四位洋文に変更。
※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 メイショウアーチャ号



０７０９１ ３月２８日 曇 良 （２２中京２）第８日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．５
１：４４．１

良

良

５９ チュウワプリンス 牡４黒鹿５７ 川田 将雅中西 忍氏 大久保龍志 静内（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４０－ ４１：４８．４ ８．３�

８１６ コ パ ノ カ ミ 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠小林 祥晃氏 松永 幹夫 新ひだか 原 武久 ４７６－ ２１：４８．５クビ １３．２�
５１０ ローレルエルヴェル 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４５４＋ ６１：４８．８２ １８．２�
４７ カネトシスラーヴァ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩兼松 利男氏 矢作 芳人 三石 三石川上牧場 ４３０＋ ２ 〃 クビ ４．４�
２３ ゲームコンセプト 牡４芦 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ５００± ０１：４９．０１ ２．７�
６１１ シルクドルフィン 牡４鹿 ５７ 宮崎 北斗有限会社シルク武藤 善則 門別 ヤナガワ牧場 ５０６＋ ２ 〃 ハナ ５．５�
７１３ デ ュ ー ン 牝５栗 ５５ 北村 友一	バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ４７２－１２１：４９．３２ ５３．２

８１５ エアキリヤン �５鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４６－ ４１：４９．４クビ ２０．１�
６１２ キャニオンブラウン 牡４栗 ５７ 池添 謙一 	サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４７８－ ６１：４９．６１� ２０．４�
３６ ヒルノラディアン 牡５黒鹿５７ 松田 大作蛭川 正文氏 昆 貢 門別 平成牧場 B４４２＋１０１：４９．８１ １０９．５
３５ トーセンマルゴー 牡４鹿 ５７ 幸 英明島川 �哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２６＋ ４ 〃 アタマ １９３．９�
７１４� トーホウホープ 牡４栗 ５７ 秋山真一郎東豊物産� 柴田 光陽 静内 静内酒井牧場 B４２８－ １１：５０．２２� １２０．６�
１２ コスモタイムマシン 牡４栗 ５７ 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 清水 美波 日高 白井牧場 ４４８＋２０１：５０．６２� ９７．０�
１１ サマーレプタンサ 牝５鹿 ５５

５２ ▲丸山 元気セゾンレースホース� 根本 康広 浦河 惣田 英幸 ４６０－１０１：５１．６６ １１７．１�
４８ ブラストクロノス 牡４黒鹿５７ 横山 典弘村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 村下 明博 ４６４＋ ６１：５１．７� １６．７�
２４ � メイショウキヨマサ 牡６青鹿５７ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 河内 洋 門別 下河辺牧場 ４９８＋ ５１：５３．７大差 ３２７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，２７１，９００円 複勝： ２４，０５１，４００円 枠連： １２，１２０，０００円

普通馬連： ３９，５７６，５００円 馬単： ２６，４７１，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３２４，３００円

３連複： ５０，９３８，６００円 ３連単： ８１，３１２，１００円 計： ２６８，０６５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２８０円 � ５３０円 � ５８０円 枠 連（５－８） ２，６５０円

普通馬連 �� ５，７８０円 馬 単 �� １１，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８７０円 �� １，７７０円 �� ４，６００円

３ 連 複 ��� ３８，１７０円 ３ 連 単 ��� １８４，６５０円

票 数

単勝票数 計 １７２７１９ 的中 � １６５７９（４番人気）
複勝票数 計 ２４０５１４ 的中 � ２５７７３（４番人気）� １１３５３（６番人気）� １０３１７（７番人気）
枠連票数 計 １２１２００ 的中 （５－８） ３３８０（１０番人気）
普通馬連票数 計 ３９５７６５ 的中 �� ５０５９（１８番人気）
馬単票数 計 ２６４７１０ 的中 �� １７６６（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３２４３ 的中 �� ２１６９（２０番人気）�� ２２９４（１９番人気）�� ８６０（４１番人気）
３連複票数 計 ５０９３８６ 的中 ��� ９８５（９６番人気）
３連単票数 計 ８１３１２１ 的中 ��� ３２５（４６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３５．１―４７．５―５９．５―１：１１．５―１：２３．３―１：３５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．９
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

チュウワプリンス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．３．１４ 阪神１着

２００６．１．１８生 牡４黒鹿 母 コ ン パ ス 母母 コ ン カ ロ ８戦２勝 賞金 ２０，８００，０００円
〔騎手変更〕 トーホウホープ号の騎手藤岡康太は，病気のため秋山真一郎に変更。
〔制裁〕 エアキリヤン号の騎手小野寺祐太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（７番への進路

影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウキヨマサ号は，平成２２年４月２８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。
（非抽選馬） ２頭 サフランチカラ号・メジロガストン号



０７０９２ ３月２８日 曇 良 （２２中京２）第８日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５６．９
１：５６．４

良

良

８１８� メイショウマゼラン 牡５鹿 ５７ 酒井 学松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４８８－ ４２：０２．３ ６９．２�

５９ サンライズトラスト 牡６黒鹿５７ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４６２＋ ６２：０２．５１� ５．４�
２４ サクラルーラー 牡４鹿 ５７ 小島 太一�さくらコマース小島 太 新ひだか 新和牧場 ５２６－１０２：０２．６	 １６．２�
３５ � ベ ル タ リ ド 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信伊藤 信之氏 嶋田 功 浦河 林 孝輝 ４７４－ ４２：０２．７クビ ３５．８�
４７ レジームチェンジ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘吉田 和美氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ２２：０２．９１� ２．０�
８１６ シャイニータイガー 牡４黒鹿５７ 池添 謙一小林 昌志氏 河野 通文 新冠 アラキフアーム ４３０－１２２：０３．１１
 ６４．３	
６１２ マーベラスブレイド �５黒鹿５７ 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 浦河 鎌田 正嗣 ４６４＋ ６２：０３．２	 ３９．８

２３ エーシングレーソロ 牡５芦 ５７ 幸 英明�栄進堂 湯窪 幸雄 浦河 栄進牧場 ４９６± ０２：０３．３クビ ７．０�
５１０ ウ マ ザ イ ル 牡４黒鹿５７ 田中 勝春山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５３６－ ６ 〃 ハナ ２７．５�
７１４ メイショウユウシャ 牡５栗 ５７ 北村 友一松本 好雄氏 河内 洋 浦河 中脇 満 ４９８＋ ４ 〃 アタマ ９．２
８１７ キングスチャペル 牡４鹿 ５７ 四位 洋文渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４６８－ ２２：０３．８３ ２８．１�
７１５ ヤマニンアロンディ 牝８栗 ５５ 大野 拓弥土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４７４－ ６ 〃 クビ ５７４．０�
６１１� コアレスランナー �４鹿 ５７ 安藤 光彰小林 昌志氏 野村 彰彦 平取 コアレススタッド ４２２＋ ６２：０３．９クビ ４００．３�
１１ エ ン ブ リ オ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠石川 一義氏 清水 英克 新ひだか 藤井 益美 ４７８－ ２ 〃 アタマ １２．３�
１２ アイスボックス 牝５鹿 ５５ 宮崎 北斗 �ユートピア牧場 清水 英克 登別 ユートピア牧場 ４３０－１２２：０４．３２� ４４７．４�
４８ マイベストソング �４黒鹿５７ 田中 博康 �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３０± ０２：０４．６２ １３５．７�
３６ � アキヨシメガミ 牝４鹿 ５５

５２ ▲丸山 元気�紅谷 粕谷 昌央 新ひだか 出羽牧場 ４２８－ ８２：０４．７クビ ４２９．７�
７１３ クルワザード 牡８栗 ５７ 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 武岡牧場 B４６４＋ ４２：０５．１２� ３１４．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，３０２，１００円 複勝： ２７，０９２，６００円 枠連： １１，８４４，４００円

普通馬連： ３９，５０３，７００円 馬単： ３０，０７７，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２７０，１００円

３連複： ５２，８０２，７００円 ３連単： ９４，２２０，８００円 計： ２９２，１１３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，９２０円 複 勝 � １，０６０円 � ２５０円 � ６８０円 枠 連（５－８） ２，６２０円

普通馬連 �� １１，５１０円 馬 単 �� ４２，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３２０円 �� ８，０７０円 �� ２，２８０円

３ 連 複 ��� ７９，８６０円 ３ 連 単 ��� ７０２，３８０円

票 数

単勝票数 計 １９３０２１ 的中 � ２１９８（１２番人気）
複勝票数 計 ２７０９２６ 的中 � ６０２７（１１番人気）� ３３７９６（３番人気）� ９８６３（７番人気）
枠連票数 計 １１８４４４ 的中 （５－８） ３３４２（１１番人気）
普通馬連票数 計 ３９５０３７ 的中 �� ２５３３（３２番人気）
馬単票数 計 ３００７７５ 的中 �� ５２８（８８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２７０１ 的中 �� １２８３（３４番人気）�� ５２０（５９番人気）�� １８８６（２４番人気）
３連複票数 計 ５２８０２７ 的中 ��� ４８８（１５３番人気）
３連単票数 計 ９４２２０８ 的中 ��� ９９（１０３３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３６．０―４８．８―１：０１．５―１：１３．９―１：２６．２―１：３８．０―１：５０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．１
１
３
１０，１８（２，９）１４（６，８，１７）（１１，１３）（３，５）（４，１２，１６）１５－１，７・（１０，１８）９（２，１４）（３，６，５，１７）（４，８）（１２，１１，１３）（１５，１６，１）７

２
４
１０－１８（２，９）（６，１４）（３，８，１７）（５，１１）１３（４，１２，１６）１５，１，７・（１０，１８）９（２，１４）（３，６，５，１７）４（７，１２，８）（１５，１１）（１３，１）１６

勝馬の
紹 介

�メイショウマゼラン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Unbridled

２００５．４．１２生 牡５鹿 母 アッファビリティー 母母 Galletto １５戦１勝 賞金 １４，１５２，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 サンライズトラスト号の騎手藤岡康太は，病気のため秋山真一郎に変更。
サクラルーラー号の騎手武豊は，第２回阪神競馬第１日第１０競走での落馬負傷のため小島太一に変更。

〔制裁〕 メイショウマゼラン号の騎手酒井学は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（９番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ウォーボネット号・トミケンプライム号



０７０９３ ３月２８日 曇 良 （２２中京２）第８日 第９競走 ��
��１，２００�

み か わ

三 河 特 別
発走１４時２５分 （芝・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，２００，０００円 ５，７００，０００円 ３，６００，０００円 ２，１００，０００円 １，４２０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

７１３ マッキーコバルト 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４５２± ０１：０９．５ ２７．０�

５１０ マチカネコロモガワ 牡４栗 ５７ 酒井 学細川 益男氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４６６－ ６１：０９．７１� ２８．３�
２４ クリンゲルベルガー 牝４芦 ５５ 田中 健 �キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４３４＋ ２１：０９．８� ９２．６�
４８ スカイノダン 牝４黒鹿５５ 川田 将雅江 賦晨氏 大久保龍志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４± ０１：０９．９� ７．０�
２３ 	 コンプリートラン 牡６黒鹿５７ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 三石 幌村牧場 ４５０＋ ２１：１０．０� ７２．３�
８１８ ブルーミンバー 牝５鹿 ５５ 横山 典弘諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８± ０ 〃 ハナ ２．５�
５９ メイショウルシェロ 牝５黒鹿５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４１２－ ４ 〃 アタマ １３．０	
６１１ ヤマニンプロローグ 牝６栗 ５５ 勝浦 正樹土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 B５００－ ８ 〃 アタマ ３３９．９

７１４ ジョウショーアロー 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎熊田 義孝氏 西橋 豊治 静内 野坂牧場 B５０８－ ８ 〃 アタマ １８３．６�
４７ トシザワイルド 牡４栗 ５７ 北村 友一上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ５０６＋ ２１：１０．１クビ １７．４�
８１６ キュートシルフ 牝４青 ５５ 古川 吉洋�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４１８－ ２ 〃 ハナ ８．３
３５ 	 デュヌラルテ 牝６黒鹿５５ 二本柳 壮 �グリーンファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４３０－ ４ 〃 クビ １５．１�
３６ メイショウバレーヌ 牝６栗 ５５ 佐藤 哲三松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６６± ０１：１０．３１� ２５．２�
７１５ キューバンエイト 牡４鹿 ５７ 宮崎 北斗 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４８０＋ ２ 〃 クビ １５４．４�
６１２ ラヴファンタジスタ 牡５鹿 ５７ 小牧 太山本 英俊氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５２４－ ６ 〃 ハナ １８．３�
８１７
 ジャックボイス 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills

Management ４５４± ０１：１０．４クビ ５１．９�
１１ マヤノロシュニ 牝４芦 ５５ 安藤 勝己田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 ４３４－ ６１：１０．６１ ５．８�

（１７頭）
１２ 
 コンゴウリュウオー 牡６黒鹿５７ 田辺 裕信金岡 久夫氏 山内 研二 米 Runnymede

Farm Inc et al ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２５，４８９，４００円 複勝： ３５，５７３，９００円 枠連： １６，９６８，０００円

普通馬連： ６４，８８４，９００円 馬単： ４０，６２６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，３８７，６００円

３連複： ９９，５６４，６００円 ３連単： １５７，７５４，９００円 計： ４６６，２５０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７００円 複 勝 � ６４０円 � ９９０円 � ２，０３０円 枠 連（５－７） ４，０１０円

普通馬連 �� １９，０７０円 馬 単 �� ５０，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９６０円 �� １５，０００円 �� ３０，２１０円

３ 連 複 ��� ４１５，１４０円 ３ 連 単 ��� ２，１１６，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２５４８９４ 的中 � ７４４４（１０番人気）
複勝票数 計 ３５５７３９ 的中 � １５２６０（９番人気）� ９４８３（１１番人気）� ４４２２（１４番人気）
枠連票数 計 １６９６８０ 的中 （５－７） ３１２３（１６番人気）
普通馬連票数 計 ６４８８４９ 的中 �� ２５１２（５６番人気）
馬単票数 計 ４０６２６８ 的中 �� ５９１（１２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５３８７６ 的中 �� ２１４１（３５番人気）�� ４１４（９４番人気）�� ２０５（１１９番人気）
３連複票数 計 ９９５６４６ 的中 ��� １７７（４５４番人気）
３連単票数 計１５７７５４９ 的中 ��� ５５（２６７４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．４―１１．７―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．４―４６．１―５７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３５．１
３ １０（３，８）１３（４，１６）（１４，１８）（５，９）１７（１１，７）（６，１５）（１，１２） ４ １０（８，１３）（３，１６）（４，１４）（５，１８）（９，１７，７）（６，１１）１５，１２，１

勝馬の
紹 介

マッキーコバルト �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００８．１１．２９ 京都１３着

２００６．４．２０生 牡４鹿 母 マッキーヴォーグ 母母 オギティファニー １１戦３勝 賞金 ３４，５９２，０００円
〔出走取消〕 コンゴウリュウオー号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ジャックボイス号の騎手藤岡康太は，病気のため岩田康誠に変更。

スカイノダン号の騎手武豊は，第２回阪神競馬第１日第１０競走での落馬負傷のため川田将雅に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ティムガッド号・ニホンピロタルト号・マイネアルデュール号・レイザーバック号
（非抽選馬） １頭 シャトルタテヤマ号



０７０９４ ３月２８日 曇 良 （２２中京２）第８日 第１０競走
名古屋開府４００年記念

��
��１，７００�

な ご や じ ょ う

名古屋城ステークス
発走１５時００分 （ダート・左）
４歳以上，１，６００万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，５７�，牝馬２�
減

賞 品
本 賞 １７，２００，０００円 ６，９００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７２０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．７

重

不良

４７ タマモクリエイト 牡５鹿 ５７ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５２０－ ４１：４４．９ ７．６�

２３ コロナグラフ 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ５０２－ ６１：４５．１１� ８．１�
４８ メイショウラッシー 牡６黒鹿５７ 柴田 善臣松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 三嶋牧場 ５２２－ ８１：４５．２� １９．０�
５９ カネスラファール 牡６黒鹿５７ 吉田 豊杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４９０＋ ２１：４５．３� ２５０．２�
２４ 	 キングオブヘイロー 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 ４８８＋ ６１：４５．５１� ３．５�
１１ スタッドジェルラン 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 ４８８＋ ２ 〃 クビ ２．５	
６１１ アルバレスト 牡８青鹿５７ 田辺 裕信吉田 勝己氏 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４７２－ ２１：４５．７１ １４３．７

６１２ ニューイチトク 牡５鹿 ５７ 小牧 太高浦 正雄氏 吉田 直弘 門別 中前 義隆 ４７８± ０ 〃 ハナ ７．４�
３６ ケイジージュニアー 牡５青鹿５７ 伊藤 直人鹿倉 勝
氏 斎藤 誠 新冠 つつみ牧場 B４９４－ ６ 〃 ハナ ３９．１�
７１３	 グランドバイオ 牡６鹿 ５７ 石橋 脩バイオ� 松山 将樹 門別 日高大洋牧場 ４９２－１２ 〃 ハナ ８０．５
８１５ ロリンザーユーザー 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎ロイヤルファーム� 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 B５０８－ ６ 〃 クビ １５０．１�
１２ 	 シャーペンエッジ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅 �サンデーレーシング 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４６０± ０１：４６．１２� ３７．５�
３５ ウインプレミアム 牡６芦 ５７ 北村 友一�ウイン 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム ４８８－ ４１：４６．２� ５４．８�
５１０ デンコウヤマト 牡４栗 ５７ 四位 洋文田中 康弘氏 小島 太 浦河 辻 牧場 ４７８± ０１：４６．３クビ ４８．７�
８１６ パープルイーグル 牡８栗 ５７ 熊沢 重文中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 山春牧場 ５２２＋ ２１：４６．６２ ９７．０�
７１４ ニホンピロコナユキ 牝６栗 ５５ 難波 剛健小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４７２± ０ 〃 クビ ４４５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，８３０，４００円 複勝： ４６，０３４，８００円 枠連： ２４，４２６，４００円

普通馬連： ８５，２８０，７００円 馬単： ５５，６２８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，９８０，６００円

３連複： １１４，４１７，２００円 ３連単： ２１２，５４１，８００円 計： ６０２，１４０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２１０円 � ２４０円 � ５６０円 枠 連（２－４） ７２０円

普通馬連 �� ２，４２０円 馬 単 �� ４，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� １，７９０円 �� ２，４３０円

３ 連 複 ��� １３，８４０円 ３ 連 単 ��� ６９，８７０円

票 数

単勝票数 計 ３２８３０４ 的中 � ３４３８１（４番人気）
複勝票数 計 ４６０３４８ 的中 � ６５６１６（３番人気）� ５４４６６（４番人気）� １８２２９（６番人気）
枠連票数 計 ２４４２６４ 的中 （２－４） ２５３４８（３番人気）
普通馬連票数 計 ８５２８０７ 的中 �� ２６１００（８番人気）
馬単票数 計 ５５６２８７ 的中 �� ８９２５（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０９８０６ 的中 �� １０７９６（７番人気）�� ４１８３（１６番人気）�� ３０５９（２２番人気）
３連複票数 計１１４４１７２ 的中 ��� ６１０３（４０番人気）
３連単票数 計２１２５４１８ 的中 ��� ２２４５（１８０番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．８―１２．０―１２．９―１２．３―１１．８―１２．２―１２．７―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１７．９―２９．９―４２．８―５５．１―１：０６．９―１：１９．１―１：３１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３８．０
１
３
４（８，３）１２（６，１４）１５，７（５，１３）（９，１６）（１１，１）（２，１０）
４，３－８－１２（１４，１５，１）（７，１６）（６，１３）（９，２）（５，１１）－１０

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

勝馬の
紹 介

タマモクリエイト �
�
父 カリズマティック �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００７．１１．２５ 京都１１着

２００５．３．３１生 牡５鹿 母 コンキスタドレス 母母 Bless You ２３戦５勝 賞金 ８２，２６１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 コロナグラフ号の騎手武豊は，第２回阪神競馬第１日第１０競走での落馬負傷のため池添謙一に変更。
〔制裁〕 ケイジージュニアー号の騎手伊藤直人は，１コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（５番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ディアプリンシパル号・メイショウタメトモ号



０７０９５ ３月２８日 曇 良 （２２中京２）第８日 第１１競走 ��
��１，２００�第４０回高 松 宮 記 念（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・左）

４歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，５７�，牝馬２�減
名古屋市長賞・名古屋競馬株式会社賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９５，０００，０００円 ３８，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，５００，０００円
付 加 賞 ３，８２２，０００円 １，０９２，０００円 ５４６，０００円
生産者賞
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

１：０６．７
１：０６．５
１：０７．１

良

良

良

３６ � キンシャサノキセキ 牡７鹿 ５７ 四位 洋文吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Arrowleave
Joint Venture ５０４± ０１：０８．６ ３．７�

８１７ ビービーガルダン 牡６青鹿５７ 安藤 勝己�坂東牧場 領家 政蔵 平取 坂東牧場 B５０６＋ ８ 〃 ハナ １１．９�
８１６� エーシンフォワード 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 米 Edition Farm ４８２＋ ２ 〃 クビ ４．９�
７１３ サ ン カ ル ロ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０＋ ２１：０８．７クビ ９．３�
２３ アルティマトゥーレ 牝６鹿 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８６＋ ２ 〃 ハナ ４．３�
７１４ スズカコーズウェイ 牡６栗 ５７ 古川 吉洋永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４８０－ ２１：０８．８� ９７．６	
５１０ ヘッドライナー 	６鹿 ５７ 酒井 学 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０－ ６１：０８．９� ４２．８

５９ ファイングレイン 牡７黒鹿５７ 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 ２７．８�
８１８ ピサノパテック 牡８栗 ５７ 田中 勝春市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５０２－１０１：０９．１１
 ６０．２�
３５ トウショウカレッジ 牡８鹿 ５７ 川田 将雅トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５５２± ０１：０９．２� ３５．８
１２ アイルラヴァゲイン 牡８鹿 ５７ 秋山真一郎齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１６－ ４ 〃 アタマ １２１．１�
４８ � エーシンエフダンズ 牡６黒鹿５７ 佐藤 哲三�栄進堂 藤岡 健一 米 Winches-

ter Farm ５１０± ０ 〃 ハナ ８０．２�
７１５ 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± ０１：０９．３クビ １０．１�
１１ セブンシークィーン 牝４栗 ５５ 北村 友一吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８４＋１０ 〃 ハナ １０９．１�
４７ カノヤザクラ 牝６栗 ５５ 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ５１４＋ ６１：０９．４� ４３．８�
２４ ショウナンカザン 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４８２－１０ 〃 クビ ３４．８�
６１２ 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 ４３４－ ２１：０９．６� １４０．９�
６１１ エイシンタイガー 牡４黒鹿５７ 池添 謙一平井 豊光氏 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 ４９８－ ２１：０９．８１� １７．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３４０，０４６，２００円 複勝： ３９２，９７９，４００円 枠連： ４１０，８６６，４００円

普通馬連： １，９５４，５４８，１００円 馬単： ９９８，４１２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４４２，７１２，５００円

３連複： ２，３９７，３０７，４００円 ３連単： ５，０６８，８００，１００円 計： １２，００５，６７２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ３５０円 � １８０円 枠 連（３－８） ６００円

普通馬連 �� ２，６９０円 馬 単 �� ４，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１１０円 �� ４２０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ４，２３０円 ３ 連 単 ��� ２３，７５０円

票 数

単勝票数 計３４００４６２ 的中 � ７３９９３９（１番人気）
複勝票数 計３９２９７９４ 的中 � ７９２４４７（１番人気）� ２３０３５９（６番人気）� ６０２９９２（３番人気）
枠連票数 計４１０８６６４ 的中 （３－８） ５１１５３０（１番人気）
普通馬連票数 計１９５４５４８１ 的中 �� ５３６８９８（９番人気）
馬単票数 計９９８４１２５ 的中 �� １６５５８７（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計４４２７１２５ 的中 �� ９５０２８（１０番人気）�� ２８１８７８（２番人気）�� ８４９４８（１２番人気）
３連複票数 計２３９７３０７４ 的中 ��� ４１９１９４（９番人気）
３連単票数 計５０６８８００１ 的中 ��� １５７５０８（５４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．１―１１．４―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．５―４４．９―５６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３５．１
３ １，１０（８，１７）（２，１２）（６，１１）（３，４，９，１６）（７，１４）（５，１３，１５）１８ ４ ・（１，１０）８（２，１７）（６，１２）（３，４，１１）１６，９（７，１４，１５）（５，１３）１８

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 ２６戦１０勝 賞金 ５６０，４４８，０００円
〔騎手変更〕 エーシンエフダンズ号の騎手藤岡康太は，病気のため佐藤哲三に変更。

スズカコーズウェイ号の騎手武豊は，第２回阪神競馬第１日第１０競走での落馬負傷のため古川吉洋に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 キルシュブリューテ号・ゼットカーク号・セントラルコースト号・タマモナイスプレイ号・トップオブピーコイ号



０７０９６ ３月２８日 曇 良 （２２中京２）第８日 第１２競走 ��１，７００�中京サンクスプレミアム
発走１６時２５分 （ダート・左）（キングヘイローメモリアル）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，２００，０００円 ５，７００，０００円 ３，６００，０００円 ２，１００，０００円 １，４２０，０００円
付 加 賞 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．７

重

不良

３５ ヒラボクワイルド 牡４青鹿５７ 松田 大作�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４８４± ０１：４４．１ ４．３�

４８ ナムラフューチャー 牡５鹿 ５７ 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 中田 浩美 ４７６－ ４１：４４．５２� ５．８�
６１２ バンドゥロンシャン 牡４栗 ５７ 北村 友一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６４－１２１：４４．８１� ４６．３�
１１ トーホウアレス 牡４黒鹿５７ 池添 謙一東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム ４７０± ０１：４５．０１ ４．９�
１２ タマモスクワート 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己タマモ� 中川 公成 新冠 対馬 正 ４９０－ ４１：４５．７４ １１．５�
４７ マッシヴエンペラー 牡５栗 ５７ 芹沢 純一小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８４－ ２１：４５．９１� ５０．１	
２４ ディオスクロイ 牡６栗 ５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４９６－ ４ 〃 アタマ ８．８

６１１ アイノレグルス 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹馬場 �晃氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４６２± ０ 〃 アタマ ８．２�
７１３ エ ヴ ァ 牝４黒鹿５５ 横山 典弘田原 邦男氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４２２± ０ 〃 クビ ２６．７�
３６ タガノアッシュ 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６４－１０１：４６．１１� ４７．４
７１４ プロヴィデンス 牡４鹿 ５７ 丸山 元気臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５００－ ２１：４６．３１� ２９．４�
２３ レッドジール 牡４栗 ５７ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４９０－ ２１：４６．６２ ２３．６�
８１５ タニノロッキー 牡６栗 ５７ 渡辺 薫彦谷水 雄三氏 河内 洋 静内 カントリー牧場 ４６８－ ６１：４７．３４ ３１．８�
８１６ オークヒルズ 牝５黒鹿５５ 秋山真一郎後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４６０－ ６１：４７．４� ２０．５�
５１０ アグネスヨジゲン 牡７鹿 ５７ 川田 将雅渡辺 孝男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４７８－ ８１：４７．７２ １７３．５�
５９ アグネスハッピー 牡８鹿 ５７ 熊沢 重文渡辺 孝男氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ４５８－１４１：４８．１２� ３１４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６３，８６９，８００円 複勝： ９７，９０９，３００円 枠連： ５８，９６８，２００円

普通馬連： ２２９，３３４，６００円 馬単： １１８，３１９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ７６，３７７，０００円

３連複： ３１２，２７７，２００円 ３連単： ５５４，２３８，０００円 計： １，５１１，２９３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １８０円 � ２４０円 � ９２０円 枠 連（３－４） １，２４０円

普通馬連 �� １，２３０円 馬 単 �� ２，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ４，４３０円 �� ５，７９０円

３ 連 複 ��� ３２，０５０円 ３ 連 単 ��� １１９，７５０円

票 数

単勝票数 計 ６３８６９８ 的中 � １２２８２８（１番人気）
複勝票数 計 ９７９０９３ 的中 � １７０５３７（１番人気）� １１９６７１（３番人気）� ２３３０４（１３番人気）
枠連票数 計 ５８９６８２ 的中 （３－４） ３７３５９（４番人気）
普通馬連票数 計２２９３３４６ 的中 �� １４６９０３（１番人気）
馬単票数 計１１８３１９７ 的中 �� ４２５７０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７６３７７０ 的中 �� ４２３４５（２番人気）�� ４３２１（５８番人気）�� ３２９５（６５番人気）
３連複票数 計３１２２７７２ 的中 ��� ７６７９（１１４番人気）
３連単票数 計５５４２３８０ 的中 ��� ３６４７（３８２番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．７―１１．１―１２．８―１２．６―１２．５―１２．５―１２．２―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１７．８―２８．９―４１．７―５４．３―１：０６．８―１：１９．３―１：３１．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクワイルド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００８．９．１５ 阪神３着

２００６．４．１２生 牡４青鹿 母 ノベンバースルー 母母 November Snow ８戦３勝 賞金 ３２，０９８，０００円
〔騎手変更〕 ナムラフューチャー号の騎手藤岡康太は，病気のため幸英明に変更。

ディオスクロイ号の騎手武豊は，第２回阪神競馬第１日第１０競走での落馬負傷のため田中勝春に変更。
〔制裁〕 エヴァ号の調教師奥平雅士は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００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。
（非抽選馬） ４頭 エリモアラルマ号・トーセンマンボ号・ナリタベガ号・マイグローリアス号



（２２中京２）第８日 ３月２８日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 ２０１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

３５９，５００，０００円
１６，２４０，０００円
７，１６０，０００円
３６，９００，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６９，９８４，０００円
５，８９２，０００円
１，９８９，９００円

勝馬投票券売得金
５９１，７６１，２００円
７８７，０９０，２００円
６０２，９６６，４００円
２，６０３，２７８，１００円
１，４２８，５１６，４００円
６９２，１１９，１００円
３，２９８，２２５，２００円
６，６０９，４４８，４００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １６，６１３，４０５，０００円

総入場人員 ３９，８９０名 （有料入場人員 ３６，６８８名）



平成２２年度 第２回中京競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，５７８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

１，６６９，６１０，０００円
２７，６８０，０００円
１０２，９２０，０００円
２１，０１０，０００円
１６３，４４０，０００円
５２７，０００円
５２７，０００円

５４６，０１８，０００円
４２，２５４，０００円
１５，６１２，３００円

勝馬投票券売得金
１，９３３，８４３，６００円
２，９１８，３１３，１００円
１，８２９，９５９，５００円
６，８２９，２６５，０００円
４，２１０，６５４，８００円
２，２５１，１１０，３００円
９，２１３，６８８，７００円
１６，６２６，０５５，９００円
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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 ４５，８１２，８９０，９００円

総入場延人員 １３３，５９２名 （有料入場延人員 １０９，１６６名）




