
０７０７６ ３月２２日 晴 良 （２０中京１）第７日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時２０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 ブラストダッシュ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４７０－ ４２：００．５ １７．１�

１２ ナムラアルマダ 牡３青鹿５６ 赤木高太郎奈村 信重氏 矢作 芳人 穂別 真壁 信一 ４６４－ ２２：００．９２� ２７．６�
７１４ メジロラフィキ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�メジロ牧場 池江 泰郎 洞爺 メジロ牧場 ４８０± ０ 〃 ハナ ３．５�
８１８ マイネソシオ 牝３青鹿 ５４

５２ △藤岡 康太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岡田 稲男 新冠 コスモヴューファーム ４１６－ ２ 〃 ハナ ８．３�

５１０ ステラポラリス 牡３栗 ５６ 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 三石 山際牧場 ５２４－１８２：０１．０� ２８．９�
３５ リノーンランプ 牡３栗 ５６

５４ △的場 勇人村中 徳広氏 中村 均 静内 佐竹 学 ４４２－ ６２：０１．１クビ １０．３	
７１３ メイショウベーネ 牝３鹿 ５４

５２ △浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 辻 牧場 ４３４－１０ 〃 クビ １５３．８

６１２ マーチインパクト 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳名古屋友豊� 作田 誠二 門別 白井牧場 B４８２－ ６２：０１．３１� １１．８�
２４ マイネルヴォランテ 牡３青鹿５６ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴崎 勇 三石 木田 祐博 ５１２－ ２２：０１．４クビ ４０．１�
３６ トップオブオアフ 牡３栗 ５６ 西田雄一郎横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 浦河 浦河土肥牧場 ４４６± ０ 〃 アタマ ２４８．２
７１５ スプリングバレル 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 出口 繁夫 ４９０－ ７ 〃 アタマ １１８．５�
１１ ミッキーハンター 牡３鹿 ５６ 中舘 英二野田みづき氏 池江 泰寿 静内 タイヘイ牧場 ４３８－ ４２：０２．４６ ２．３�
５９ ジャスティス 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦谷田 元彦氏 河内 洋 静内 福岡 清 ５１０－ ４２：０２．６１ ５５．３�
２３ ハクサンレジェンド 牡３栗 ５６ 安部 幸夫篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 門別 里深 牧場 ４３２± ０２：０３．０２� ４７８．８�

（愛知）

８１７ メテオスクライドー 牡３鹿 ５６ 高橋 亮吉岡 泰治氏 高橋 隆 門別 中川 浩典 ５００－１０２：０３．１クビ ３２．０�
６１１ ホッカイハウラー 牡３青鹿５６ 安藤 光彰�北海牧場 鶴留 明雄 門別 北海牧場 ５００ ―２：０３．８４ １８３．１�
４８ チョウスター 牡３青 ５６

５３ ▲船曳 文士丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 三石 米田牧場 ４６８＋ ６２：０３．９� ４５７．１�
４７ ドリームオブワイ 牡３黒鹿５６ 二本柳 壮湯澤 寛氏 山田 要一 様似 湯澤 寛 ４０８－ ６ 〃 クビ ３００．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，８１９，４００円 複勝： １５，２８４，４００円 枠連： １４，３６４，０００円

普通馬連： ３０，５８７，５００円 馬単： ３１，４００，０００円 ワイド【拡大馬連】： １０，６９０，３００円

３連複： ４７，６２１，１００円 ３連単： 発売なし 計： １６２，７６６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７１０円 複 勝 � ３６０円 � ５８０円 � １８０円 枠 連（１－８） ４９０円

普通馬連 �� ９，４５０円 馬 単 �� １６，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６３０円 �� ９９０円 �� １，４８０円

３ 連 複 ��� １２，２８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２８１９４ 的中 � ５９３５（６番人気）
複勝票数 計 １５２８４４ 的中 � １０２４６（６番人気）� ５７７７（７番人気）� ２８５９９（２番人気）
枠連票数 計 １４３６４０ 的中 （１－８） ２２０７８（２番人気）
普通馬連票数 計 ３０５８７５ 的中 �� ２３８９（３２番人気）
馬単票数 計 ３１４０００ 的中 �� １４２１（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０６９０３ 的中 �� ７０４（３５番人気）�� ２７４２（８番人気）�� １７８９（１５番人気）
３連複票数 計 ４７６２１１ 的中 ��� ２８６３（３８番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．３―１２．４―１２．６―１２．３―１２．２―１２．２―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．３―３４．６―４７．０―５９．６―１：１１．９―１：２４．１―１：３６．３―１：４８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．４
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブラストダッシュ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００８．２．１０ 京都２着

２００５．３．３１生 牡３鹿 母 カ ル メ ン 母母 ド ミ ン ガ ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走状況〕 ナムラアルマダ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 マルイチポケット号
※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。


