
０７０２７ ３月１３日 曇 良 （２２中京２）第３日 第３競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４５分 （芝・左）

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

１：４５．５
１：４４．１

良

良

６１２ フェリシダージ 牝３鹿 ５４ 武 豊�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２－ ４１：５１．１ ３．１�

３６ コスモマクスウェル 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �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 B４６０＋ ８１：５１．３１� ４．４�
５９ コウユーユメダンス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気加治屋康雄氏 領家 政蔵 新ひだか 前川 正美 ４３６± ０ 〃 アタマ １５．９�
２４ トーセンディオール 牝３鹿 ５４ 上村 洋行島川 �哉氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６２－ ２１：５１．４� ８．４�
４７ ルナーコロナ 牝３青 ５４ 池添 謙一吉田 照哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４０８－ ２ 〃 クビ ４．１	
２３ メジロカトリーヌ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４６６－ ４１：５１．６１� ９．６

４８ アンティフリーズ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠後藤 繁樹氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４５０－１８１：５１．９１� ３２．３�
６１１ マイネアカツキ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新ひだか タイヘイ牧場 ４２４－ ２ 〃 クビ ７７．０�
１２ ホクトスズラン 牝３栗 ５４

５１ ▲川須 栄彦布施 光章氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム ４５８＋ ２ 〃 アタマ ２９．８
７１３ マイネスペラーレ 牝３栗 ５４ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４６６＋ ８１：５２．２１� ８５．７�
７１４ マヤノラプソディー 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太田所 英子氏 坂口 正則 日高 天羽牧場 ４４２＋ ２１：５２．３� ２２９．８�
１１ ラブソーファイン 牝３黒鹿 ５４

５２ △国分 恭介松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４２４＋ ８ 〃 アタマ １５６．１�
３５ カサドールバンダム 牝３栗 ５４ 田中 勝春山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４１４－ ６１：５２．４� １５３．６�
５１０ グリッタラーティ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲西村 太一 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２１：５２．６１� ２０６．２�
８１６ グランスカイ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４４８－ ４１：５３．４５ １４．５�
８１５ オファニエル 牝３鹿 ５４ 田中 博康 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 梅田 智之 日高 白井牧場 ４３６－２２１：５４．８９ ２８４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，９８４，０００円 複勝： １５，７５６，８００円 枠連： ８，４７７，１００円

普通馬連： ２２，７８６，５００円 馬単： １６，９８５，３００円 ワイド【拡大馬連】： １１，０３６，４００円

３連複： ３３，４１０，２００円 ３連単： ４６，４７１，０００円 計： １６６，９０７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １７０円 � ２００円 � ３４０円 枠 連（３－６） １，０７０円

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ９６０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ４，９８０円 ３ 連 単 ��� １８，１００円

票 数

単勝票数 計 １１９８４０ 的中 � ３０５０９（１番人気）
複勝票数 計 １５７５６８ 的中 � ２８９１４（２番人気）� ２２４６１（３番人気）� ９９５４（６番人気）
枠連票数 計 ８４７７１ 的中 （３－６） ５８９９（５番人気）
普通馬連票数 計 ２２７８６５ 的中 �� １４９８１（３番人気）
馬単票数 計 １６９８５３ 的中 �� ６０４８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１０３６４ 的中 �� ５９８８（４番人気）�� ２７９１（１２番人気）�� １７８９（１８番人気）
３連複票数 計 ３３４１０２ 的中 ��� ４９６１（１４番人気）
３連単票数 計 ４６４７１０ 的中 ��� １８９５（４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．５―３６．９―４９．５―１：０１．８―１：１４．１―１：２６．４―１：３８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３７．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

フェリシダージ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００９．１２．１９ 中山２着

２００７．５．２１生 牝３鹿 母 ブリッジオブラブ 母母 シ リ ー ズ ５戦１勝 賞金 ９，３００，０００円
※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。
（非抽選馬） ２頭 クニサキロンメイ号・トレノローザ号


