
０７０８０ ３月２２日 晴 良 （２０中京１）第７日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４５分 （芝・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

３５ サンタドレス 牝４鹿 ５５
５３ △浜中 俊下河�行雄氏 佐々木晶三 門別 下河辺牧場 ４９４－ ６１：０７．９ １．５�

１１ キルシュブリューテ 牝４鹿 ５５ 安部 幸夫 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 対馬 正 ４７０－１０１：０８．７５ １６．０�
（愛知）

２３ ローズオットー 牝４鹿 ５５ 菊沢 隆徳池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４８０－ ６１：０８．８� ６．２�
２２ ベターデイズ 牝４鹿 ５５ 川島 信二鷹野 馨氏 吉田 直弘 浦河 永田 克之 ４３４± ０ 〃 クビ １５．３�
６１１ アンソロジー 牝４鹿 ５５ 松田 大作 �サンデーレーシング 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４３２＋ ４１：０８．９� ２１．０	
３４ ヤマニンファビュル 牝５栗 ５５ 渡辺 薫彦土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４９４－ ８１：０９．２１� ２４．３

８１５ マヤラブハート 牝５栗 ５５ 芹沢 純一�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４５０－ ２１：０９．４１� １４．１�
７１２ ケイエスバウアー 牝４栗 ５５

５２ ▲船曳 文士キヨシサービス� 高橋 成忠 静内 藤沢牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ ３５．１�
５８ コスモプリマ 牝４黒鹿５５ 大野 拓弥岡田 繁幸氏 成島 英春 新冠 コスモビューファーム ４３４－ ６１：０９．７１� １２７．４
８１４� シルキーイリス 牝５栗 ５５

５３ △的場 勇人有限会社シルク水野 貴広 新冠 ヤマオカ牧場 ４５８－ ４１：０９．８� ６１．１�
４６ メイクユーハッピー 牝４鹿 ５５ 津村 明秀岡田 牧雄氏 高橋 裕 静内 岡田スタツド ４６４＋ ４１：０９．９クビ ２７．６�
６１０� カネコメスパークー 牝４黒鹿 ５５

５３ △藤岡 康太�岡 義雄氏 中尾 正 浦河 金石牧場 ４６８－１１１：１０．６４ ２３２．５�
４７ スズカエルムス 牝６鹿 ５５ 上村 洋行永井 啓弍氏 藤沢 則雄 早来 吉田牧場 ４４２－２０１：１０．７� １７９．５�
７１３ リンダムーン 牝４鹿 ５５ 赤木高太郎星野 壽市氏 小島 茂之 平取 清水牧場 ４５８－１８１：１０．８クビ １７１．９�
５９ タツグレース 牝５黒鹿５５ 中舘 英二鈴木 昭作氏 根本 康広 静内（有）下河辺トレー

ニングセンター ４５４＋ ４１：１１．０１� ２６．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，３７０，８００円 複勝： ２２，５３６，３００円 枠連： １５，６５８，１００円

普通馬連： ４２，８５２，０００円 馬単： ４９，３０３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １４，９６１，０００円

３連複： ６７，８２２，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２２８，５０４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ３６０円 � １７０円 枠 連（１－３） １，９３０円

普通馬連 �� １，７３０円 馬 単 �� ２，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ２２０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� ２，６６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５３７０８ 的中 � ８１６８３（１番人気）
複勝票数 計 ２２５３６３ 的中 � １１８７６４（１番人気）� ７７８８（６番人気）� ２３５９８（２番人気）
枠連票数 計 １５６５８１ 的中 （１－３） ５９８８（９番人気）
普通馬連票数 計 ４２８５２０ 的中 �� １８３０８（８番人気）
馬単票数 計 ４９３０３５ 的中 �� １３６４７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４９６１０ 的中 �� ５５１８（７番人気）�� ２０９２７（１番人気）�� １９００（１５番人気）
３連複票数 計 ６７８２２７ 的中 ��� １８８７２（６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．１―１１．２―１１．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３３．８―４５．０―５６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．２―３F３４．１
３ ５，９（２，１４，１５）（１，８，１１，１２）（３，４）－１３－（７，１０）６ ４ ５－（２，９）（１，１４，１５）（８，１１）（３，４，１２）＝１３（７，１０）６

勝馬の
紹 介

サンタドレス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００７．３．３１ 阪神５着

２００４．３．２５生 牝４鹿 母 マヤノクリオネ 母母 レディコスマー ９戦２勝 賞金 １７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タツグレース号は，平成２０年４月２２日まで平地競走に出走できない。
※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。


