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０５０３７ ３月６日 晴 良 （２３中山２）第４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

７１４ ナムラストリーク 牝３栗 ５４ 内田 博幸奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４３６＋ ２１：１２．７ ２．０�

７１３ セクシイスイート 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５１６± ０１：１３．０２ １６．１�
２４ エ キ ナ シ ア 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 ４７６－ ４１：１３．１クビ ３．１�
６１１ ムーンオンブッシュ 牝３黒鹿５４ 的場 勇人吉田 和子氏 牧 光二 新ひだか 萩澤 俊雄 ４９２± ０１：１３．３１� ７．９�
５９ サクラメアリ 牝３栃栗５４ 吉田 隼人�さくらコマース伊藤 圭三 新冠 川上 悦夫 ４４２－ ６１：１３．４� ５９．４�
２３ ファインロマンス 牝３栗 ５４ 吉田 豊 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４７０＋１０１：１３．６１� ９．４	
３６ コウヨウロイヤル 牝３栗 ５４ 松岡 正海寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４５４＋ ４１：１４．０２� ４０．１

３５ フルーツマウンテン 牝３青鹿５４ 三浦 皇成吉田 哲哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム ４３０＋ ８１：１４．４２� ４９．６�
５１０ クインテッセンス 牝３黒鹿５４ 小林 淳一阿部 幸暉氏 杉浦 宏昭 新冠 堤 牧場 ４５６－ ８１：１４．５� ６９５．１�
４８ カネスブリエ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司杉澤 光雄氏 伊藤 大士 日高 坂 牧場 ４２０＋ ４１：１４．７１ ３４．９
８１５ サンクスギビング 牝３栗 ５４

５１ ▲菅原 隆一岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ５１８± ０ 〃 クビ ４８７．２�
１１ プルーフオブライフ 牝３青鹿５４ 福永 祐一大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム ４６２－ ４１：１５．１２� ６９．３�
６１２ アポロルエラ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 平野牧場 ４３２－ ８ 〃 ハナ ２１８．８�
１２ エイプリルスノー 牝３芦 ５４

５１ ▲平野 優山上 和良氏 和田 正道 新ひだか 竹内 良一 ４２２± ０１：１５．２� １６１．１�
４７ アイディンマリー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春米井 勝氏 伊藤 伸一 新ひだか 三木田 頼嗣 ４１４－ ６１：１５．７３ ２５４．５�
８１６ ノボプリンセス 牝３芦 ５４ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 B５０２－ ６１：１６．６５ ３４１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，３１５，２００円 複勝： ３４，４９１，３００円 枠連： １９，１６６，６００円

普通馬連： ６０，６８８，３００円 馬単： ４４，８４１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，１５９，４００円

３連複： ７９，１７３，３００円 ３連単： １３８，７２２，６００円 計： ４２４，５５８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � １３０円 枠 連（７－７） １，０５０円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� １６０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ５，７００円

票 数

単勝票数 計 ２２３１５２ 的中 � ９０４９８（１番人気）
複勝票数 計 ３４４９１３ 的中 � １２６２３３（１番人気）� ２１４２０（５番人気）� ７３５３１（２番人気）
枠連票数 計 １９１６６６ 的中 （７－７） １３５５２（３番人気）
普通馬連票数 計 ６０６８８３ 的中 �� ４２７４５（４番人気）
馬単票数 計 ４４８４１４ 的中 �� ２２５４０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５１５９４ 的中 �� １６４１１（４番人気）�� ５１２３５（１番人気）�� ８０７１（７番人気）
３連複票数 計 ７９１７３３ 的中 ��� ５３５１９（３番人気）
３連単票数 計１３８７２２６ 的中 ��� １７９８１（９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．８―１２．５―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．７―３４．５―４７．０―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラストリーク �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１０．１０．２３ 東京１１着

２００８．２．２３生 牝３栗 母 ナムラユウユウ 母母 パ ン ペ ロ ウ ６戦１勝 賞金 １０，１００，０００円

０５０３８ ３月６日 晴 良 （２３中山２）第４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

４８ アイティテイオー 牡３栗 ５６ 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４４６± ０１：５７．６ ４．５�

２３ コパノハリケーン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 乾 皆雄 ４８６＋１０１：５７．９１� ４０．５�
１１ コスモシャオロン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 桜井牧場 ４５８－ ６ 〃 アタマ ９．５�
１２ カワキタロイ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太川島 吉男氏 武市 康男 浦河 多田 善弘 ５０８± ０１：５８．０� １０．８�
８１５ グランデスバル 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �グランデオーナーズ 勢司 和浩 浦河 鵜木 唯義 ４５４－ ６１：５８．２１� ３．５�
２４ オ ー ビ ッ ト 牡３芦 ５６ 的場 勇人水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ５２０± ０１：５８．４１ ３６．５	
７１３ ジョンブルクリス 牡３栗 ５６

５３ ▲高嶋 活士�イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４６０－ ４１：５８．６１ ４４．９

４７ コスモワッチミー 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 日高 三宅 和男 ５０４＋１０１：５８．７� ２３．３�
３５ エーシンイグアス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸�栄進堂 畠山 吉宏 新ひだか 木田牧場 ５１０＋ ８１：５９．０２ ２８．３�
５１０ シャトルベクター 牡３青鹿５６ 石橋 脩加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４９４－１０１：５９．６３� ３１９．５
３６ イクゼギンギラギン 牡３青鹿５６ 三浦 皇成佐々木完二氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４５６＋ ６１：５９．９２ ２１．９�
７１４ カンヌシチー 牝３鹿 ５４ 木幡 初広 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ４６６－１０２：００．１� ３６３．９�
６１２ リーサムアンサー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠平田 修氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ５００－１２２：００．５２� １４．０�
５９ キタサンハヤブサ 牡３芦 ５６ 田中 勝春�大野商事 鹿戸 雄一 新ひだか 木田牧場 ５１８± ０２：００．８２ ３．６�
８１６ カイシュウウルフ 牡３芦 ５６ 江田 照男飯村 孝男氏 佐藤 吉勝 浦河 金成吉田牧場 ４６２－ ６２：０１．６５ ４３８．６�

（１５頭）
６１１ カリビアンクルーズ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義山上 和良氏 中川 公成 新冠 つつみ牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １９，２５５，４００円 複勝： ３１，８６０，２００円 枠連： １９，２１４，９００円

普通馬連： ５９，９７６，０００円 馬単： ３６，８３７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，８１８，７００円

３連複： ７４，７０７，３００円 ３連単： １１０，２３０，５００円 計： ３７６，９００，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １８０円 � １，０６０円 � ３１０円 枠 連（２－４） ３，３２０円

普通馬連 �� １１，９２０円 馬 単 �� １８，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２５０円 �� ８００円 �� ５，７８０円

３ 連 複 ��� ２９，６６０円 ３ 連 単 ��� １６０，７８０円

票 数

単勝票数 差引計 １９２５５４（返還計 ４９４） 的中 � ３４１７０（３番人気）
複勝票数 差引計 ３１８６０２（返還計 ５８９） 的中 � ６１２５３（２番人気）� ６２０２（１２番人気）� ２６４２５（５番人気）
枠連票数 差引計 １９２１４９（返還計 ５４） 的中 （２－４） ４２８１（１５番人気）
普通馬連票数 差引計 ５９９７６０（返還計 ３６２３） 的中 �� ３７１５（４０番人気）
馬単票数 差引計 ３６８３７５（返還計 ２５２８） 的中 �� １４６０（６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２４８１８７（返還計 １５０７） 的中 �� １８４１（３８番人気）�� ８０７７（７番人気）�� １０２３（５３番人気）
３連複票数 差引計 ７４７０７３（返還計 ８４８７） 的中 ��� １８５９（８８番人気）
３連単票数 差引計１１０２３０５（返還計 １５５６３） 的中 ��� ５０６（４７９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．９―１３．７―１２．７―１３．０―１３．６―１３．８―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．０―３６．９―５０．６―１：０３．３―１：１６．３―１：２９．９―１：４３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５４．３―３F４１．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

アイティテイオー �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１０．１１．２１ 東京７着

２００８．５．５生 牡３栗 母 ローレルデフィー 母母 ブランディニー ６戦１勝 賞金 ８，７５０，０００円
〔出走取消〕 カリビアンクルーズ号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※リーサムアンサー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第２回　中山競馬　第４日



０５０３９ ３月６日 晴 良 （２３中山２）第４日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１３ アスパイヤリング 牡３鹿 ５６ 松岡 正海木村 直樹氏 武市 康男 新ひだか 萩澤 泰博 ４９０± ０１：１３．０ ２．０�

６１２� アポロスカイナイト 牡３鹿 ５６ 内田 博幸アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米
Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

４５４－ ４１：１３．２１� １３．０�
４７ ヒカルマイガール 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣�橋 京子氏 栗田 博憲 むかわ 宇南山牧場 ４６８－ ２１：１３．４１� ４．１�
２３ ベルモントメッシ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４５０－１２１：１３．６１� １２．０�
３５ ス ナ ン 牝３鹿 ５４ 福永 祐一加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 安藤牧場 ４３６－１０ 〃 アタマ ８．９�
８１５ コスモテロメア 牡３栗 ５６ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４９０＋ ６１：１４．０２� １４．１�
１２ ゴールドスマイル 牡３鹿 ５６ 北村 宏司居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４５６± ０１：１４．２１� １４．５	
７１４ ミスターブレイン 牡３栗 ５６ 的場 勇人古賀 和夫氏 牧 光二 浦河 富田牧場 ４９８＋ ４１：１４．４１� ４６．４

３６ キュートアイ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治�槇本牧場 佐藤 全弘 日高 槇本牧場 ４２０－１４１：１４．６１ ３１３．６�
５９ � ゴールドフェスタ 牝３黒鹿５４ 浜中 俊�グランド牧場 伊藤 圭三 米 Grand Stud B５００－ ６１：１４．７� ２１４．５�
５１０ エアクイゾン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 ラッキーフィールド奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４８２－１４ 〃 クビ ５６．７�
１１ オリンピアシチー 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥 友駿ホースクラブ 平井 雄二 青森 清水 貞信 ４５８± ０１：１４．８クビ ２４２．１�
４８ ゲーテッドゾロア 牡３鹿 ５６ 江田 照男�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 ４２２－ ８１：１５．１１	 ３４６．１�
６１１ マイネスウィート 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 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 ４６６± ０１：１５．２� ４５．５�
２４ ポルトシャンス 牡３栗 ５６ 伊藤 直人山下 恭茂氏 天間 昭一 浦河 山下 恭茂 ４８２ ― 〃 クビ ２４７．６�
８１６ クニノガンバレー 牝３栗 ５４ 吉田 豊�亀農園 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４１６－ ８１：１６．３７ １９２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５３９，９００円 複勝： ３５，４７９，５００円 枠連： １６，１６６，９００円

普通馬連： ６２，１０３，２００円 馬単： ４４，７７３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，０２５，１００円

３連複： ７７，５２１，０００円 ３連単： １３４，７４１，３００円 計： ４１６，３５０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � １６０円 枠 連（６－７） ６６０円

普通馬連 �� ９１０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ２１０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� １，２３０円 ３ 連 単 ��� ５，５５０円

票 数

単勝票数 計 １９５３９９ 的中 � ８０５７７（１番人気）
複勝票数 計 ３５４７９５ 的中 � １３８８９９（１番人気）� ２３２２０（５番人気）� ４９９７７（２番人気）
枠連票数 計 １６１６６９ 的中 （６－７） １８０９８（３番人気）
普通馬連票数 計 ６２１０３２ 的中 �� ５０７５４（３番人気）
馬単票数 計 ４４７７３９ 的中 �� ２６０３１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６０２５１ 的中 �� １６９１５（３番人気）�� ３８００７（１番人気）�� ６７７８（１０番人気）
３連複票数 計 ７７５２１０ 的中 ��� ４６６０４（２番人気）
３連単票数 計１３４７４１３ 的中 ��� １７９３７（８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．８―１２．５―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．６―４７．１―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスパイヤリング �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー ２０１１．１．１５ 中山３着

２００８．５．１１生 牡３鹿 母 エスケーロイヤル 母母 スイートスムースソウル ３戦１勝 賞金 ７，３５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 ヴィクトリアピーク号・カシノケープ号・クリスタリン号・ダイヤピアス号・ダイワジョリー号・

ネイチャーナターレ号・マキノチェアマン号・ミスバイアモン号・リーサムアンサー号

０５０４０ ３月６日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３中山２）第４日 第４競走 ��３，２００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：３１．０良・良

６９ マイネルネオス 牡８鹿 ６１ 柴田 大知 �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 ４６０－ ２３：３３．５ ２．３�

１１ � デ ア モ ン ト 牡５栗 ６０ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 鈴木 孝志 新ひだか 筒井 征文 ４９６－ ２３：３３．７１� １４．０�
７１２ トキノナスティア 牝５黒鹿５９ 浜野谷憲尚田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５４± ０ 〃 アタマ ５．４�
３３ ハストラング �７鹿 ６０ 西谷 誠岡田 牧雄氏 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４６８± ０３：３５．４大差 １０．２�
７１１ コアレスアルダン 牡５鹿 ６０ 宗像 徹小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 広川 忠久 ４９０± ０３：３５．５クビ ５３．８�
５７ クランエンブレム 牡７鹿 ６０ 横山 義行 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム B５２２± ０ 〃 クビ ３．９	
４６ コ ー ド 牡５鹿 ６０ 蓑島 靖典松平 正樹氏 小桧山 悟 日高 山際 辰夫 ５０２＋ ２３：３７．３大差 ９７．０

８１４ ナ ド レ 牝５鹿 ５８ 穂苅 寿彦吉橋 計氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８２－ ８３：３８．９１０ １３．８�
３４ モモタロサン 牡７栗 ６０ 高野 和馬井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ４７６－ ４３：３９．１１ １１３．３�
６１０ ブルーベレッタ 牡９鹿 ６０ 大庭 和弥 �ブルーマネジメント小笠 倫弘 三石 加野牧場 B５１０＋ ６３：４０．３７ ８２．０
８１３ ポルタノーヴァ 牝５栗 ５８ 平沢 健治岡田 牧雄氏 後藤 由之 日高 庄野牧場 ４９０＋ ４３：５２．３大差 ２４３．１�
２２ � ビービーライナー 牡６黒鹿６０ 江田 勇亮�坂東牧場 境 征勝 平取 高橋 啓 ４９８－ ４ （競走中止） １０２．８�
５８ シンボリプロキオン 牡８栗 ６０ 五十嵐雄祐シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５１８－１２ （競走中止） １７．３�
４５ �� ジャイアンツエール 牡９青鹿６１ 金子 光希栗坂 崇氏 根本 康広 愛 Round

Hill Stud ５８４± ０ （競走中止） １２３．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，４８５，１００円 複勝： ２７，４２０，７００円 枠連： １４，９４６，７００円

普通馬連： ５１，５２０，２００円 馬単： ３７，４７５，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６６６，７００円

３連複： ６６，２７８，６００円 ３連単： １１７，７４５，９００円 計： ３５０，５３９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � ２８０円 � １７０円 枠 連（１－６） １，８２０円

普通馬連 �� １，７３０円 馬 単 �� ２，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ２８０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ２，６５０円 ３ 連 単 ��� １３，４３０円

票 数

単勝票数 計 １５４８５１ 的中 � ５４９３８（１番人気）
複勝票数 計 ２７４２０７ 的中 � １０７３３４（１番人気）� １６１９６（６番人気）� ３６８４７（３番人気）
枠連票数 計 １４９４６７ 的中 （１－６） ６０９２（７番人気）
普通馬連票数 計 ５１５２０２ 的中 �� ２２０６４（６番人気）
馬単票数 計 ３７４７５７ 的中 �� １１６１０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６６６７ 的中 �� ６２６３（９番人気）�� ２０１５２（２番人気）�� ３２８４（１６番人気）
３連複票数 計 ６６２７８６ 的中 ��� １８５０８（８番人気）
３連単票数 計１１７７４５９ 的中 ��� ６４７１（３５番人気）

上り １マイル １：４５．８ ４F ５２．９－３F ３９．７
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→	→�→�」
�
�

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルネオス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Zabeel デビュー ２００５．１２．１０ 中山３着

２００３．３．３０生 牡８鹿 母 マイネプリテンダー 母母 Giladah 障害：１８戦３勝 賞金 ８９，９２５，０００円
〔騎手変更〕 ビービーライナー号の騎手柴田未崎は，第３日第４競走での落馬負傷のため江田勇亮に変更。
〔競走中止〕 ジャイアンツエール号は，１周目５号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

シンボリプロキオン号・ビービーライナー号は，２周目５号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔その他〕 ブルーベレッタ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ブルーベレッタ号は，平成２３年４月６日まで出走できない。
※ポルタノーヴァ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０５０４１ ３月６日 晴 良 （２３中山２）第４日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４５ ホ ク シ ン 牡３青鹿５６ 柴田 善臣中村 勝彦氏 高橋 祥泰 青森 扶桑牧場 ４６０ ―１：５８．７ ３．６�

７１１ ユ ト リ ロ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか 西村 和夫 ４９６ ―１：５８．８� ８．５�
８１３ レッドシュライン 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４７０ ― 〃 クビ ２．３�
３４ ヴ ィ ザ ヴ ィ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５２ ―１：５９．０１� ６．３�
８１４ タケルハヤテ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６２ ―１：５９．１クビ ６１．６�
５８ ナイスユニヴァース 牡３黒鹿５６ 小林 淳一菅藤 宗一氏 杉浦 宏昭 浦河 小池 博幸 ４９８ ―２：００．６９ ４２．４�
７１２ ダイワセインツ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４６４ ―２：００．７クビ ４３．５	
６１０ ダンスサイト 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 新冠 競優牧場 ４９８ ―２：０１．０１� １６．１

６９ ドラゴンポイント 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義窪田 康志氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４９６ ―２：０１．１� １２．１�
３３ ステラソルジャー 牡３栗 ５６ 浜中 俊�橋 良尚氏 田島 俊明 日高 長田ファーム ４６０ ―２：０１．３１� ６１．２�
２２ トウショウホープ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人トウショウ産業� 高木 登 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４６２ ―２：０２．２５ １０６．１
４６ ドリーヴァーデン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 不二牧場 ４５６ ―２：０２．３クビ １１７．２�
５７ ジンギレイチシン 牡３芦 ５６ 吉田 豊コウトミックレーシング 田村 康仁 日高 坂田牧場 ４５０ ― 〃 クビ ６６．１�
１１ フジピュアハート 牝３栗 ５４ 鈴来 直人�フジレーシング 松永 康利 新冠 長浜 忠 ４１６ ―２：０４．１大差 ３７０．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，８５０，８００円 複勝： ２７，２８８，２００円 枠連： １６，６４１，０００円

普通馬連： ５６，６５２，２００円 馬単： ４０，７７９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６５２，４００円

３連複： ６５，７６３，８００円 ３連単： １１１，８５３，５００円 計： ３５９，４８１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � １２０円 枠 連（４－７） １，２７０円

普通馬連 �� １，５５０円 馬 単 �� ２，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ２３０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，０５０円 ３ 連 単 ��� ７，５９０円

票 数

単勝票数 計 １９８５０８ 的中 � ４３７０２（２番人気）
複勝票数 計 ２７２８８２ 的中 � ４８７４３（２番人気）� ２９１３４（４番人気）� ７７６４７（１番人気）
枠連票数 計 １６６４１０ 的中 （４－７） ９７３６（６番人気）
普通馬連票数 計 ５６６５２２ 的中 �� ２７００４（５番人気）
馬単票数 計 ４０７７９５ 的中 �� １１４８８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６５２４ 的中 �� ８６４７（６番人気）�� ２６０３１（１番人気）�� １３７２３（３番人気）
３連複票数 計 ６５７６３８ 的中 ��� ４６５３６（２番人気）
３連単票数 計１１１８５３５ 的中 ��� １０８７７（１５番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．２―１３．９―１４．５―１３．２―１２．３―１３．０―１３．１―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．５―３９．４―５３．９―１：０７．１―１：１９．４―１：３２．４―１：４５．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホ ク シ ン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

２００８．４．１４生 牡３青鹿 母 ライトアップ 母母 フエアリークリスタル １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円

０５０４２ ３月６日 晴 良 （２３中山２）第４日 第６競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

８１６ ルイーザシアター 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２２：１５．３ ３．９�

６１１ ネオブラックダイヤ 牡３青鹿５６ 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０２－ ４２：１５．６１� ３．６�

６１２ アレアーラック 牡３栗 ５６ 内田 博幸松本 俊廣氏 河野 通文 日高 浜本牧場 ４８２＋ ４２：１５．７� ２１．８�
２４ スクエアナンバー 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム ４２６－ ４２：１５．８クビ １６．６�
２３ マイネルマーク 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４５８－ ６２：１５．９� ３．３�
７１４ ドーチェスター 牡３栗 ５６ 三浦 皇成渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 浦河 福岡 光夫 ４５２＋ ６ 〃 クビ ８７．６	
３５ エメラルターボ 牡３鹿 ５６ 的場 勇人高橋 勉氏 的場 均 平取 スガタ牧場 ４８４± ０２：１６．１１� ５９．９

８１５ コスモスイートテン 牡３青鹿５６ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 静内坂本牧場 ４９４－ ２２：１６．３１ ５６．８�
７１３ シンボリドンナー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣シンボリ牧場 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 ４５８－１４２：１６．５１� ６４．０�
５９ メジロハクリュウ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊�メジロ牧場 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 ４６２＋ ２２：１６．７１ ３２．１
４８ タストヴィナージュ 牡３芦 ５６ 岩田 康誠吉田 千津氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４９０－ ８２：１７．０１� ２０．２�
１１ コ ス モ ロ ロ 牝３栗 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４５０－ ５２：１７．１� ６２０．４�
５１０ トーセンタイガー 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム ４９２－１２２：１７．４２ ３８２．７�

３６ コンチネンタル 牡３栗 ５６ 江田 照男 �スピードファーム 和田正一郎 日高 坂東ファーム ４７６－ ４２：１７．５� １４．１�
４７ モ モ チ ャ ン 牝３青 ５４ 福永 祐一堂守 貴志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６６－ ８２：１７．８２ ４５．０�
１２ ロジポケット 牡３黒鹿５６ 村田 一誠久米田正明氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 B４９４＋ ４２：２１．１大差 １３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，３４７，６００円 複勝： ４４，０７１，０００円 枠連： ２２，５６９，８００円

普通馬連： ８５，２００，６００円 馬単： ５１，２２７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，３２７，４００円

３連複： １０３，０２５，６００円 ３連単： １６７，９２８，８００円 計： ５３３，６９８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ３９０円 枠 連（６－８） ６２０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� １，４３０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ４，１９０円 ３ 連 単 ��� １４，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２５３４７６ 的中 � ５１６５２（３番人気）
複勝票数 計 ４４０７１０ 的中 � ７６２５０（３番人気）� ８６３０７（２番人気）� ２２２５６（７番人気）
枠連票数 計 ２２５６９８ 的中 （６－８） ２７０７３（３番人気）
普通馬連票数 計 ８５２００６ 的中 �� ８７６８８（３番人気）
馬単票数 計 ５１２２７４ 的中 �� ２４２１０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４３２７４ 的中 �� ２７７３６（３番人気）�� ５５１２（１６番人気）�� ７０６１（１１番人気）
３連複票数 計１０３０２５６ 的中 ��� １８１５７（１４番人気）
３連単票数 計１６７９２８８ 的中 ��� ８５１９（３３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．６―１２．７―１２．９―１２．８―１２．５―１１．９―１１．９―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．４―２３．８―３６．４―４９．１―１：０２．０―１：１４．８―１：２７．３―１：３９．２―１：５１．１―２：０３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３６．１
１
３
６，１５，５（４，７）１１（１，３，１６）９，８，１３，２，１２，１４，１０・（６，１５）（１１，１６）（５，７）（４，３）９（１，８，１３）（１４，１２）－（２，１０）

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

勝馬の
紹 介

ルイーザシアター �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１０．１１．２８ 東京９着

２００８．３．９生 牡３鹿 母 キューバリブレ 母母 フェイマスディガー ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロジポケット号は，平成２３年４月６日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 トルネードビア号・メジロボンテン号



０５０４３ ３月６日 晴 良 （２３中山２）第４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

５５ ジ ャ ン ナ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６－ ２１：５５．２ ２２．６�

４４ ヴァルディヴィア 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０６± ０１：５５．３� １．４�

６６ キッズニゴウハン 牡３栗 ５６ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４６６± ０ 〃 クビ ６．２�
３３ コスモイーチタイム 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４３６－ ２１：５５．５１ ６．３�
１１ アフィントン 牝３栗 ５４ 吉田 隼人吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４３８－ ４１：５６．３５ ２７．９�
７７ ショウナンバーズ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９６± ０１：５６．４クビ ８．８	
２２ � トミケンヴァースト 牡３鹿 ５６ 的場 勇人冨樫 賢二氏 和田正一郎 むかわ エスティウィンファーム ４４６－１０１：５８．８大差 ３５．９


（７頭）

売 得 金

単勝： ２６，４０３，９００円 複勝： ６０，９５９，９００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ５７，８７３，０００円 馬単： ５４，４２０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３０３，９００円

３連複： ６２，８２６，６００円 ３連単： ２１６，８０１，１００円 計： ５００，５８８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２６０円 複 勝 � ６６０円 � １１０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ５，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ８７０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� １，６７０円 ３ 連 単 ��� １９，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２６４０３９ 的中 � ９２１４（５番人気）
複勝票数 計 ６０９５９９ 的中 � １４０３１（６番人気）� ４１７６８１（１番人気）
普通馬連票数 計 ５７８７３０ 的中 �� ３０２６０（５番人気）
馬単票数 計 ５４４２０５ 的中 �� ７６２７（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３０３９ 的中 �� １１４３６（５番人気）�� ４６４８（１２番人気）�� ４７２５８（１番人気）
３連複票数 計 ６２８２６６ 的中 ��� ２７７７６（６番人気）
３連単票数 計２１６８０１１ 的中 ��� ８２７１（５３番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．８―１３．４―１３．５―１２．６―１２．３―１２．８―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２５．０―３８．４―５１．９―１：０４．５―１：１６．８―１：２９．６―１：４２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．４
１
３
２，６（４，７）１，５，３・（２，６）７（４，１，５）３

２
４
２，６（４，７）１，５，３
６（２，７）（４，５）（３，１）

勝馬の
紹 介

ジ ャ ン ナ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２０１０．７．１８ 新潟８着

２００８．３．２０生 牡３鹿 母 エ ー ゲ リ ア 母母 Girl of Gold ７戦２勝 賞金 １２，０００，０００円

０５０４４ ３月６日 晴 良 （２３中山２）第４日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （芝・右・外）

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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

１２ ラインジェシカ 牝４栗 ５５ 内田 博幸大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４９４± ０１：３４．８ ３．３�

２３ � サクラシャイニー 牡５栗 ５７ 浜中 俊�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４５６－ ８ 〃 アタマ １１．７�
３５ コスモサイキック 牡４青 ５７ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 西浦 勝一 新冠 武田 修一 ４７０＋ ２１：３４．９クビ ４．４�
５１０ グァンタナメラ 牝４黒鹿５５ 岩田 康誠齊藤四方司氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４５４± ０１：３５．２１� ５．３�
２４ マ ヤ ノ マ ヤ 牝５鹿 ５５ 吉田 豊田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４９０＋ ６ 〃 ハナ ６．０�
６１１ ウエスタンディオ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか 北西牧場 ４７６＋１０１：３５．３	 １１．９	
６１２ トーセンフリージア 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三島川 
哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B５００± ０ 〃 アタマ ２７３．９�
５９ ヒルトップシーン 牡５黒鹿５７ 福永 祐一 �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 ４８４－ ２ 〃 クビ １２．４�
７１３ コスモマクスウェル 牝４鹿 ５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 コスモヴューファーム ４６８－ ４１：３５．４クビ ２９．３
３６ マックスストレイン 牡４栗 ５７ 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 ４７０＋ ６１：３５．７２ ５４．５�
８１６� ロードカイザー 牡５鹿 ５７ 田中 勝春 �ロードホースクラブ 河野 通文 新冠 イワミ牧場 ４７４＋１０１：３５．９１
 ５１．３�
１１ フレンドリードレス 牝５鹿 ５５ 江田 照男増山 武志氏 中川 公成 日高 サンシャイン

牧場 ４１４＋ ８１：３６．０	 １３８．８�
７１４ エアソードー 牡４栗 ５７ 武士沢友治 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 むかわ 上水牧場 ５０４＋ ４１：３６．１	 ５１．４�
４７ � トーアティアレ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 ４４２＋ ６ 〃 クビ ２９３．４�
８１５ アイアムノココロ 牝４青鹿５５ 三浦 皇成堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４６＋ ６１：３６．３１
 １５８．３�
４８ � アグネスラプチャ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司渡辺 孝男氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４０８－ １１：３６．７２	 ９０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，８０７，１００円 複勝： ５１，５０８，７００円 枠連： ３１，３８８，２００円

普通馬連： １１２，２５９，１００円 馬単： ６５，９６３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，３４７，１００円

３連複： １２８，５５３，９００円 ３連単： ２２１，３５６，７００円 計： ６７７，１８３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � ２７０円 � １６０円 枠 連（１－２） ７６０円

普通馬連 �� １，７２０円 馬 単 �� ２，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ３１０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ２，２６０円 ３ 連 単 ��� １１，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２７８０７１ 的中 � ６７３４９（１番人気）
複勝票数 計 ５１５０８７ 的中 � １１７３９５（１番人気）� ３８５８５（５番人気）� ９１０９３（２番人気）
枠連票数 計 ３１３８８２ 的中 （１－２） ３０７１５（３番人気）
普通馬連票数 計１１２２５９１ 的中 �� ４８２７１（６番人気）
馬単票数 計 ６５９６３０ 的中 �� １６４５６（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８３４７１ 的中 �� １２６２６（６番人気）�� ３５１９０（１番人気）�� ９８０６（１４番人気）
３連複票数 計１２８５５３９ 的中 ��� ４２１０６（５番人気）
３連単票数 計２２１３５６７ 的中 ��� １４７５６（２１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．８―１１．８―１１．９―１１．８―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３５．７―４７．５―５９．４―１：１１．２―１：２２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．４

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

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

ラインジェシカ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．９．１３ 中山３着

２００７．４．７生 牝４栗 母 ウィーレジスタンス 母母 ウィーアワーズ １２戦２勝 賞金 ２１，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



０５０４５ ３月６日 晴 良 （２３中山２）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

と み さ と

富 里 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．３．６以降２３．２．２７まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

富里市長賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

８１４ モ ン テ エ ン 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 松山 康久 日高 瀬戸牧場 ４６０－ ４１：４８．０ ４．３�

７１２ オリエンタルジェイ 牡４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 ４８２± ０１：４８．２１� ３．７�
１１ マ イ ヨ ー ル 牡５芦 ５５ 松岡 正海岡田 繁幸氏 清水 利章 新ひだか 乾 皆雄 ５０２＋ ６ 〃 アタマ ６．２�
２２ メイショウジンム 牡５鹿 ５５ 福永 祐一松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３２－１０ 〃 ハナ ７．８�
６９ カゼノグッドボーイ 牡５栗 ５５ 蛯名 正義深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 ４４６＋ ６１：４８．４１� １６．９�
６１０ コハクジョー 牡５芦 ５５ 的場 勇人河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ５０８± ０１：４８．５� １２０．５�
４５ シャイニンアーサー 牡４黒鹿５６ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４８４± ０１：４８．６� ８．６�
３４ ディーエスハリアー 牡９鹿 ５５ 石橋 脩秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４７２＋ ６１：４８．７� １４２．６	
７１１ パープルタイヨー 牡５鹿 ５５ 内田 博幸中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４４２－ ４ 〃 ハナ １９．３

４６ 	 ベ ル タ リ ド 牡７鹿 ５４ 村田 一誠伊藤 信之氏 嶋田 功 浦河 林 孝輝 ４８０－ ２ 〃 クビ ３９．４�
５８ ハイタッチクイーン 牝４栗 ５３ 吉田 豊星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ４３６－ ６１：４８．８� ６．３�
８１３ キンショーオトヒメ 牝６栗 ５２ 三浦 皇成礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４４４± ０ 〃 ハナ １２５．０
３３ 	 シシャモフレンド 牝６鹿 ５１ 吉田 隼人阪口 享氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 ４８２＋ ２ 〃 ハナ ６０．２�
５７ テーマソング 牝５鹿 ５１ 江田 照男吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム ４６４－１０１：４９．１２ ９３．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３１，７２２，６００円 複勝： ６１，９８４，２００円 枠連： ３０，４３９，９００円

普通馬連： １４７，５２９，３００円 馬単： ８１，４１７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，７８８，５００円

３連複： １６３，１４０，４００円 ３連単： ２９４，９８１，５００円 計： ８５９，００３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（７－８） ５２０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� １，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ６３０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，８００円 ３ 連 単 ��� ７，３４０円

票 数

単勝票数 計 ３１７２２６ 的中 � ５９４７６（２番人気）
複勝票数 計 ６１９８４２ 的中 � ９９４９９（２番人気）� １４５３９８（１番人気）� ７５３４１（４番人気）
枠連票数 計 ３０４３９９ 的中 （７－８） ４３５１６（１番人気）
普通馬連票数 計１４７５２９３ 的中 �� １４６７２０（１番人気）
馬単票数 計 ８１４１７３ 的中 �� ３９４１５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７７８８５ 的中 �� ３９４９１（１番人気）�� １７８３８（９番人気）�� ２３３９３（３番人気）
３連複票数 計１６３１４０４ 的中 ��� ６７１１６（３番人気）
３連単票数 計２９４９８１５ 的中 ��� ２９６６９（６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．９―１１．９―１２．２―１２．０―１２．０―１１．８―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．５―３６．４―４８．６―１：００．６―１：１２．６―１：２４．４―１：３５．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

モ ン テ エ ン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．９．１３ 中山１着

２００７．５．８生 牡４鹿 母 サンセットキス 母母 アフターザサン ６戦３勝 賞金 ３２，７１９，０００円

０５０４６ ３月６日 晴 良 （２３中山２）第４日 第１０競走 ��
��１，２００�ブラッドストーンステークス

発走１５時１０分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２２．３．６以降２３．２．２７まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３６ ナムラカイシュウ 牡５鹿 ５５ 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 明 ５１２－ ６１：１０．７ ８．８�

７１４ デイトユアドリーム 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４７４± ０ 〃 クビ ６．９�
２３ ケイアイダイオウ 牡５鹿 ５７ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５４２－ ２１：１０．８� １１．３�
７１３ ゴールドエンデバー 牡５鹿 ５５ 田中 勝春�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４９６－ ２１：１０．９� ２８．９�
５１０ ステイドリーム 牡６青 ５４ 大庭 和弥�ターフ・スポート清水 英克 門別 ナカノファーム ５２６± ０１：１１．１１� １３．８�
４７ サウンドアクシス 牡５栗 ５６ 松岡 正海 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８２－ ４ 〃 アタマ ７．４	
８１５ グローリールピナス 牝５栃栗５３ 佐藤 哲三大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ ４４．３

３５ エアティアーモ 牝４青鹿５４ 三浦 皇成 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６６－ ２１：１１．３１� ３．３�
１２ モアザンスマート 牡５鹿 ５５ 吉田 隼人�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 ４８６－ ４１：１１．４� ５０．４�
６１１� ネオフリーダム 牡６鹿 ５５ 石橋 脩伊達 大雄氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 B５１２± ０ 〃 アタマ １９．３
８１６ ゴールドバシリスク 牡４鹿 ５５ 内田 博幸居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４９４＋ ２１：１１．５� ７．３�
４８ サルバドールアスカ 牡５栗 ５４ 北村 宏司則武 輝一氏 伊藤 大士 新冠 坂元牧場 ４７４＋ ４１：１１．６クビ ４７．７�
１１ 	 ド ス ラ イ ス 牡５栗 ５７ 横山 典弘小田 吉男氏 森 秀行 米 WinStar

Farm, LLC ５２４± ０１：１１．９２ １０．３�
２４ ジェイケイボストン 
８黒鹿５３ 江田 照男小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ５３０＋ ６１：１２．０� １３８．０�
５９ フローライゼ 牡４栗 ５２ 武士沢友治飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B５０２＋１２１：１３．０６ １９９．６�
６１２� タガノシュペリエル 
５鹿 ５４ 浜中 俊八木 良司氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 B４８８－ ４ 〃 クビ ９７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，２８７，３００円 複勝： ７５，７７５，８００円 枠連： ４８，４１４，２００円

普通馬連： ２１５，９６６，２００円 馬単： １０８，０４０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ６６，４９３，６００円

３連複： ２６１，６６６，１００円 ３連単： ４４７，７１４，７００円 計： １，２６８，３５８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ３１０円 � ２２０円 � ３３０円 枠 連（３－７） ６９０円

普通馬連 �� ２，３９０円 馬 単 �� ５，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０２０円 �� １，３２０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ６，３８０円 ３ 連 単 ��� ３６，８２０円

票 数

単勝票数 計 ４４２８７３ 的中 � ４０１１２（５番人気）
複勝票数 計 ７５７７５８ 的中 � ６１５０８（５番人気）� １０３３２４（２番人気）� ５８０５３（７番人気）
枠連票数 計 ４８４１４２ 的中 （３－７） ５２２５２（１番人気）
普通馬連票数 計２１５９６６２ 的中 �� ６６８５６（９番人気）
馬単票数 計１０８０４０２ 的中 �� １５２１０（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６６４９３６ 的中 �� １６１６０（１０番人気）�� １２２５９（１７番人気）�� ２０４３９（７番人気）
３連複票数 計２６１６６６１ 的中 ��� ３０２７５（１９番人気）
３連単票数 計４４７７１４７ 的中 ��� ８９７６（１０１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．４―１２．０―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．１―４６．１―５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．６
３ ５，１１（３，１０，１４）（１，８，１３，６）（４，１５）（９，１６）７，１２－２ ４ ５（３，１１，１４）１０（１３，６）（１，８，１５）（４，１６）（９，７）－２，１２

勝馬の
紹 介

ナムラカイシュウ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２００８．９．１３ 札幌１着

２００６．４．６生 牡５鹿 母 ナムラヒミコ 母母 ダイナハニー １７戦５勝 賞金 ７０，６３５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ガンドッグ号・コウジンアルス号・セレスダイナミック号・パーフェクトケン号・メジロファルカル号



０５０４７ ３月６日 晴 良 （２３中山２）第４日 第１１競走 ��
��２，０００�第４８回報 知 杯 弥 生 賞（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （皐月賞トライアル） （芝・右）

３歳；負担重量は，馬齢重量
報知新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 ８２６，０００円 ２３６，０００円 １１８，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

６６ サダムパテック 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０８＋１０２：０１．０ ２．７�

３３ プ レ イ 牡３青鹿５６ 松岡 正海岡田 繁幸氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４９４± ０２：０１．１� １６．６�
４４ デ ボ ネ ア 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５３４＋ ４ 〃 ハナ ８．７�
８１１ ショウナンマイティ 牡３青鹿５６ 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 ４９０－１０ 〃 クビ ８．５�
２２ アッパーイースト 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９６－ ２ 〃 ハナ １１８．７�
８１０ ギュスターヴクライ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４７８－ ６ 〃 アタマ ２９．３�
６７ ウインバリアシオン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一	ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム ５０６－ ８２：０１．３１ １３．３

５５ オールアズワン 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４７６－ ２２：０１．６２ ４．８�
７８ トーセンマルス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４３２－ ２ 〃 ハナ １０８．４
１１ ルーズベルト 牡３栗 ５６ 北村 宏司重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ４８２－ ４２：０１．９１� １５８．４�
７９ ターゲットマシン 牡３青鹿５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４８０± ０２：０２．０� ４．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２４，１１５，４００円 複勝： ３４０，８６６，８００円 枠連： １４７，９８７，８００円

普通馬連： ９５７，７６７，８００円 馬単： ５７０，９３５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２８０，０３６，０００円

３連複： １，１４２，０８８，９００円 ３連単： ２，９３７，３１１，８００円 計： ６，６０１，１０９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � ３００円 � ２２０円 枠 連（３－６） １，６６０円

普通馬連 �� ２，２２０円 馬 単 �� ３，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ４８０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ３，７８０円 ３ 連 単 ��� １８，８４０円

票 数

単勝票数 計２２４１１５４ 的中 � ６６０２６９（１番人気）
複勝票数 計３４０８６６８ 的中 � ８８２４２０（１番人気）� ２３９０９４（７番人気）� ３８４４３８（４番人気）
枠連票数 計１４７９８７８ 的中 （３－６） ６５８５０（９番人気）
普通馬連票数 計９５７７６７８ 的中 �� ３１８８６４（１１番人気）
馬単票数 計５７０９３５０ 的中 �� １３４６６２（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２８００３６０ 的中 �� １０３１５４（１１番人気）�� １５２４７５（５番人気）�� ８３４５６（１３番人気）
３連複票数 計１１４２０８８９ 的中 ��� ２２３２２５（１５番人気）
３連単票数 計２９３７３１１８ 的中 ��� １１５０７４（７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．１―３６．３―４９．１―１：０１．７―１：１４．１―１：２６．３―１：３８．１―１：４９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．７
１
３

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

・（２，９）３（１，６）４，１０（８，５）－７，１１・（２，９）３（１，６，５）（４，１０，７）（８，１１）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サダムパテック �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１０．１０．１７ 京都２着

２００８．３．３０生 牡３鹿 母 サマーナイトシティ 母母 ダイアモンドシティ ５戦３勝 賞金 １０６，１８６，０００円
〔発走状況〕 ターゲットマシン号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 ターゲットマシン号は，発走調教再審査。
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりサダムパテック号・プレイ号・デボネア号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

０５０４８ ３月６日 晴 良 （２３中山２）第４日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （芝・右・外）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

３５ � デュアルプロセッサ 牡８鹿 ５７ 岩田 康誠薗部 博之氏 宗像 義忠 米 North Star
Equine, Inc ４８６－ ２１：０８．６ １５．９�

８１６ ウインバンディエラ 牡５栗 ５７ 的場 勇人�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４７８＋ ２１：０８．８１ ７．９�
４８ バクシンカーリー 牝４鹿 ５５ 木幡 初広杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 ４８０± ０１：０９．０１� ５．７�
５１０� セイウンシェンロン 牡４黒鹿５７ 田中 勝春西山 茂行氏 河野 通文 米 Brilliant

Stables Inc. ４５２－ ４１：０９．１	 １６．９�
１２ リネンパズル 牝４鹿 ５５ 浜中 俊戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 ４６４－ ２ 〃 ハナ ５．８�
６１１� オ ー セ ロ ワ 
５栗 ５７ 松岡 正海吉田 和美氏 安田 隆行 米 Mike G.

Rutherford ４８８－ ８１：０９．２� ４．９�
１１ トップアテンション 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成	コオロ 秋山 雅一 浦河 木戸口牧場 ４９２－ ２１：０９．３	 ７３．２

７１４ ダイワシークレット 牡６栗 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 静内 服部 牧場 B４６８± ０ 〃 ハナ ２６．６�
６１２� ビービーナエトル 牡６栗 ５７ 石橋 脩	坂東牧場 古賀 慎明 門別 菊地牧場 B４８４－ ４ 〃 クビ ２４．１�
２４ シ ー マ ー ク 牡４栗 ５７ 吉田 豊 	社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５４４－１０ 〃 ハナ ８．４
８１５ ノースリヴァー 牝７黒鹿５５ 福永 祐一佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新冠 大栄牧場 ４８４＋ ２１：０９．４クビ ６５．２�
５９ � ハイエストクライム 牡４鹿 ５７ 横山 典弘前田 葉子氏 萩原 清 米 Summer

Wind Farm ５１０± ０１：０９．６１	 １７．１�
４７ オモイデサクラ 牝４黒鹿５５ 内田 博幸井口 莞爾氏 和田正一郎 浦河 川越ファーム ４８６＋ ６１：０９．８１� ６．５�
７１３ ワシントンパーク 牝６栗 ５５ 柴田 善臣江川 伸夫氏 矢野 英一 新冠 川上牧場 B４５８＋１０ 〃 クビ １５５．３�
２３ ヤマサラグランジュ 牝６鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一岡田 牧雄氏 加藤 和宏 静内 岡田スタツド ４３６－ ６１：０９．９クビ １８５．３�
３６ � ラ ヴ ミ ー 牝５鹿 ５５ 江田 照男北所 直人氏 菊川 正達 新ひだか 見上牧場 ４３４－１６１：１０．０	 １７７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５４，６９５，２００円 複勝： ７６，９６１，５００円 枠連： ６５，１０３，９００円

普通馬連： ２０７，００２，８００円 馬単： １０７，４２２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６９，１７９，７００円

３連複： ２６２，０８６，５００円 ３連単： ４７７，７９９，１００円 計： １，３２０，２５１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５９０円 複 勝 � ４４０円 � ２７０円 � ２４０円 枠 連（３－８） ５，０３０円

普通馬連 �� ６，８１０円 馬 単 �� １４，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０４０円 �� １，７８０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� １４，２７０円 ３ 連 単 ��� １０５，２３０円

票 数

単勝票数 計 ５４６９５２ 的中 � ２７２０５（７番人気）
複勝票数 計 ７６９６１５ 的中 � ４１０１０（７番人気）� ７９２５１（６番人気）� ９２７８４（３番人気）
枠連票数 計 ６５１０３９ 的中 （３－８） ９５６１（２４番人気）
普通馬連票数 計２０７００２８ 的中 �� ２２４５９（３２番人気）
馬単票数 計１０７４２２５ 的中 �� ５６４６（６２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６９１７９７ 的中 �� ８２２７（２６番人気）�� ９４７３（２３番人気）�� １８５９２（１２番人気）
３連複票数 計２６２０８６５ 的中 ��� １３５５９（５６番人気）
３連単票数 計４７７７９９１ 的中 ��� ３３５１（４２６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１０．９―１１．６―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．６―４５．２―５６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３５．０
３ ・（１１，１３）１２（２，７，８，１５）１４，４（１０，１６）１，５，３（６，９） ４ １１，１３（２，１２，８，１５）７（４，１４）（１０，１６）１，５－（３，９）６

勝馬の
紹 介

�デュアルプロセッサ �
�
父 Successful Appeal �

�
母父 Clever Trick デビュー ２００５．１０．１ 中山２着

２００３．４．５生 牡８鹿 母 Clever Jocey 母母 Chapin ２１戦３勝 賞金 ５０，０４５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 サクライダテン号・シンボリマルセイユ号・トキノライジン号・ブルームーンピサ号



（２３中山２）第４日 ３月６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
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

２８９，６５０，０００円
２，１３０，０００円
６，５１０，０００円
２，１８０，０００円
２６，９７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，４６６，０００円
５，３０７，８００円
１，６９２，９００円

勝馬投票券売得金
５３０，８２５，５００円
８６８，６６７，８００円
４３２，０３９，９００円
２，０７４，５３８，７００円
１，２４４，１３３，９００円
６７３，７９８，５００円
２，４８６，８３２，０００円
５，３７７，１８７，５００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 １３，６８８，０２３，８００円

総入場人員 ３２，９７６名 （有料入場人員 ３０，２１６名）


