
06093 3月17日 晴 良 （25中山2）第8日 第9競走 ��
��2，000�

た て や ま

館 山 特 別
発走14時35分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．2
1：56．1

良
良

22 エクセリオン 牡6芦 57 北村 宏司岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 478± 02：01．6 13．1�
66 マイネルシュライ 牡5青 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B498＋ 62：01．7� 2．5�

33 	 ユウターウェーヴ 牡6栗 57 田中 勝春北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 496－ 2 〃 クビ 16．3�
77 カ ム フ ィ ー 牡4黒鹿57 戸崎 圭太清水 二朗氏 鈴木 康弘 池田 新田牧場 464＋ 62：01．8
 2．1�
11 ブライトボーイ 牡4鹿 57 石橋 脩古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 474－ 62：02．0
 8．6�
44 シンボリローレンス �8黒鹿57 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 492± 02：02．1� 111．6	
88 マイネソルシエール 牝5栗 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 82：02．41
 42．2

55 カリスマミッキー 牡5栗 57 岩田 康誠三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 470－182：03．99 11．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 32，292，300円 複勝： 52，584，700円 枠連： 発売なし
馬連： 85，024，700円 馬単： 61，312，200円 ワイド： 25，878，400円
3連複： 78，225，600円 3連単： 257，284，800円 計： 592，602，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 390円 � 160円 � 420円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 4，120円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，150円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 30，920円

票 数

単勝票数 計 322923 的中 � 19567（5番人気）
複勝票数 計 525847 的中 � 29864（4番人気）� 121680（2番人気）� 27605（5番人気）
馬連票数 計 850247 的中 �� 42537（5番人気）
馬単票数 計 613122 的中 �� 10985（16番人気）
ワイド票数 計 258784 的中 �� 16037（4番人気）�� 5229（14番人気）�� 10666（7番人気）
3連複票数 計 782256 的中 ��� 16648（11番人気）
3連単票数 計2572848 的中 ��� 6142（83番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．9―49．5―1：02．1―1：14．3―1：26．3―1：37．8―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．3
1
3
5，3，6，2，1－（4，7）－8・（5，3）6（2，1，7）8，4

2
4
5，3－6（2，1）7，4－8
6，3（1，7）2，5，8，4

勝馬の
紹 介

エクセリオン �

父 ジャングルポケット �


母父 Groom Dancer デビュー 2009．11．15 東京7着

2007．5．3生 牡6芦 母 シャルムダンサー 母母 Dam Spectacular 32戦3勝 賞金 51，031，000円
［他本会外：1戦0勝］

06094 3月17日 晴 良 （25中山2）第8日 第10競走 ��
��1，800�

しもうさ

下総ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，24．3．17以降25．3．10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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

36 アントニオピサ 牡4鹿 55 C．デムーロ 市川 義美氏 角田 晃一 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 21：52．6 6．2�

（伊）

47 トウショウクラウン 牡5栗 56 戸崎 圭太トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 516－ 61：52．7� 1．9�
816 エーシンリボルバー 牡5栗 56 池添 謙一�栄進堂 松永 昌博 浦河 有限会社

吉田ファーム 526＋ 81：52．8� 35．0�
35 � アメリカンウィナー 牡4青鹿55 岩田 康誠吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote

Stud, Ltd. 492＋ 61：53．01	 7．6�
612 ビンテージチャート 牡7栗 55 北村 友一 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム 528－101：53．21 74．6	
11 ニシノオウガイ 牡5黒鹿54 蛯名 正義西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 506＋ 21：53．62	 31．2

59 ジョーメテオ 牡7鹿 55 田中 勝春上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 510－ 81：53．91� 12．3�
815 オーシュペール 牝4鹿 52 杉原 誠人 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 474± 01：54．0クビ 36．0�
12 サ ン ビ ス タ 牝4黒鹿53 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 468± 01：54．1� 13．7
23 アグネスアンカー 牡7鹿 52 的場 勇人渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 B546＋ 41：54．2クビ 232．8�
713 ゴールドアカデミー 牡7栗 55 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B496－ 61：54．3� 45．9�
611 スターバリオン 牡4芦 55 太宰 啓介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ

ネツ牧場 488－ 41：54．4	 31．2�
714 サミットストーン 牡5鹿 55 柴田 善臣河﨑 五市氏 田村 康仁 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 540－ 21：54．5	 39．0�
48 レックスパレード 牡5栗 56 石橋 脩 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 追分ファーム 522－ 61：55．88 19．4�
24 � タツパーシヴ 牡6芦 52 柴田 大知鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 Hokuyou

Farm 486－ 41：55．9	 97．2�
510 サクラブライアンス 牡6黒鹿56 三浦 皇成�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 500＋161：56．32	 40．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，858，700円 複勝： 72，407，000円 枠連： 46，175，900円
馬連： 167，681，500円 馬単： 97，553，600円 ワイド： 59，578，300円
3連複： 211，596，000円 3連単： 399，151，400円 計： 1，103，002，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 130円 � 690円 枠 連（3－4） 340円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 310円 �� 2，350円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 6，210円 3 連 単 ��� 31，390円

票 数

単勝票数 計 488587 的中 � 62753（2番人気）
複勝票数 計 724070 的中 � 92230（2番人気）� 226177（1番人気）� 17595（12番人気）
枠連票数 計 461759 的中 （3－4） 102436（1番人気）
馬連票数 計1676815 的中 �� 160197（1番人気）
馬単票数 計 975536 的中 �� 36568（5番人気）
ワイド票数 計 595783 的中 �� 55147（1番人気）�� 5686（26番人気）�� 10769（14番人気）
3連複票数 計2115960 的中 ��� 25175（16番人気）
3連単票数 計3991514 的中 ��� 9385（81番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．6―12．9―12．4―12．7―12．7―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．6―49．5―1：01．9―1：14．6―1：27．3―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アントニオピサ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．12．24 阪神3着

2009．1．29生 牡4鹿 母 サンデーエイコーン 母母 エイコーンカップ 13戦4勝 賞金 52，657，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ウインマリアベール号・ギャザーロージズ号・サンライズブレット号・ダイバクフ号・フィールザラブ号・

ポイマンドレース号・マイネルバイカ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目


