
０７０３６ ３月８日 晴 良 （２０中京１）第３日 第１２競走 ��
��２，５００�

か な や ま

金 山 特 別
発走１６時０５分 （芝・左）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３１．４
２：２９．５

良

良

２４ マ ヒ オ レ 牡４黒鹿５６ 坂井 英光金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８８－ ８２：３３．９ ６７．０�

（大井）

４８ ピエナグッドラック 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４７２＋２４２：３４．２２ １５．９�
７１３ エイシンテンリュー 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９４－ ２２：３４．４１� ９．９�
２３ マチカネフクノカミ 牡４栗 ５６ 津村 明秀細川 益男氏 小島 茂之 門別 待兼牧場 ４６４－１０ 〃 ハナ ５．７�
１２ メイショウアンドレ 牡５栗 ５７ 浜中 俊松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５５６＋ ８２：３４．５� ４．８�
５１０ マイネルプロメッサ 牡５栗 ５７ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 三石 折手牧場 ５２４－１２２：３４．６クビ ２９．２�
１１ メジロスパイダー 牡６鹿 ５７ 菊沢 隆徳	メジロ牧場 高木 登 青森 オオタ牧場 ４９４± ０ 〃 クビ ５２．２

８１５ マーブルワンダー 牡５栗 ５７ 安藤 光彰下村 直氏 田所 清広 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８４－ ２２：３４．７クビ ２８．２�
３６ エアクラマン 牡５鹿 ５７ 北村 友一 �ラッキーフィールド田中 清隆 平取 稲原牧場 ４６４－ ８ 〃 アタマ ７．４�
３５ 	 レイトスプリング 牡５栗 ５７ 的場 勇人臼田 浩義氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ５４８－ ６２：３４．９１� ３．２
７１４ マイネインティマ 牝４黒鹿５４ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 安達 昭夫 三石 ダイイチ牧場 ４３４± ０ 〃 ハナ １７９．１�
６１２ ユ メ ロ マ ン 牡６鹿 ５７ 丸田 恭介田中 春美氏 宗像 義忠 静内 北海道静内農

業高等学校 ４８２＋２４２：３５．０� ７．４�
６１１ ハバネロキャット 牝５鹿 ５５ 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 嶋田 潤 静内 岡田牧場 B４３８－１４２：３５．１
 １７１．７�
４７ 	 エプソムブラスト 牡４鹿 ５６ 中村 将之 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 浜田 光正 静内 カントリー牧場 ４４８＋ ６２：３５．４２ ２３５．８�
８１６ キンショーハヤテ 牡５栗 ５７ 池田 鉄平礒野日出夫氏 畠山 重則 浦河 中村 幸廣 ４８４＋ ８２：３５．９３ ７９．３�

（１５頭）
５９ イブキレボルシオン 牡６栗 ５７ 中舘 英二石瀬 浩三氏 羽月 友彦 門別 北陽ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １９，１４９，８００円 複勝： ２６，０８２，８００円 枠連： ２５，７０４，４００円

普通馬連： ７４，１１８，９００円 馬単： ５１，３１１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８３３，０００円

３連複： ８１，６１０，５００円 ３連単： １９７，９７５，１００円 計： ４９６，７８５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，７００円 複 勝 � １，３００円 � ４３０円 � ３２０円 枠 連（２－４） ５，３７０円

普通馬連 �� ４８，８００円 馬 単 �� ８３，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，８１０円 �� ６，５７０円 �� ２，１４０円

３ 連 複 ��� １１７，６４０円 ３ 連 単 ��� １，０２８，９２０円

票 数

単勝票数 差引計 １９１４９８（返還計 ３１７） 的中 � ２２５４（１１番人気）
複勝票数 差引計 ２６０８２８（返還計 ５８０） 的中 � ４６９５（１１番人気）� １６５０５（７番人気）� ２３６１８（４番人気）
枠連票数 差引計 ２５７０４４（返還計 ４１） 的中 （２－４） ３５３４（２０番人気）
普通馬連票数 差引計 ７４１１８９（返還計 ６３７３） 的中 �� １１２１（６８番人気）
馬単票数 差引計 ５１３１１０（返還計 ３９４６） 的中 �� ４５２（１３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２０８３３０（返還計 １５３０） 的中 �� ４６９（７３番人気）�� ７７６（５１番人気）�� ２４３８（２４番人気）
３連複票数 差引計 ８１６１０５（返還計 １０３０７） 的中 ��� ５１２（２０４番人気）
３連単票数 差引計１９７９７５１（返還計 ２４１４９） 的中 ��� １４２（１４１３番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１１．５―１１．６―１２．８―１３．０―１４．０―１２．７―１２．３―１２．０―１２．０―１１．８―１１．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．１―１８．４―２９．９―４１．５―５４．３―１：０７．３―１：２１．３―１：３４．０―１：４６．３―１：５８．３―２：１０．３―２：２２．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マ ヒ オ レ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２００７．４．１５ 阪神９着

２００４．２．９生 牡４黒鹿 母 ライフアウトゼア 母母 Silver Valley ９戦２勝 賞金 １５，９４１，０００円
〔出走取消〕 イブキレボルシオン号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。


