
０８０４９ ４月８日 晴 稍重 （１８中山３）第５日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・右）

�，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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

３５ � ジェネラスボーイ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春青木 基秀氏 宗像 義忠 新冠 越湖牧場 ４６８－ ８１：１３．７ ２５．２�

３６ � エプソムメサイア 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４４２± ０１：１３．８クビ ２．１�

４８ �� トーセンピュア 牝３黒鹿５４ 内田 博幸島川 �哉氏 堀井 雅広 静内 へいはた牧場 ４２４＋ ２１：１４．０１� ４２．５�
（大井）

７１４� ラブラドナイト 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹吉澤 克己氏 萱野 浩二 浦河 山田 昇史 ４６０－ ５１：１４．２１� １４．９�
１２ � インザリピート 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己遠藤 喜松氏 内藤 一雄 様似 清水スタッド ４５０± ０１：１４．４１� ８．３�
４７ �� ウインカスケード 牡３黒鹿５６ 横山 典弘�ウイン 鈴木 伸尋 早来 ノーザンファーム ４７２－ ６１：１４．５クビ ３．４	
６１１�� ユキノサンシャイン 牡３鹿 ５６ 田中 剛井上 基之氏 中野渡清一 新冠 畔柳 作次 ４９４－ ４１：１４．６� ６８．３

２３ � バイタルサイン 牝３栗 ５４ 北村 宏司石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 小泉 学 ４６０＋ ６１：１４．９２ ４００．５�
８１６�� コウジンクラマ 牡３鹿 ５６ 吉永 護加藤 興一氏 吉永 正人 門別 森本牧場 ４９６＋ ２ 〃 ハナ １５７．５�
２４ �� ピースプロテクター �３鹿 ５６ 後藤 浩輝ジョイ・レースホース� 崎山 博樹 浦河 富田牧場 ４４６－１４ 〃 アタマ １２．８
５１０�� アイノヤマト 牡３鹿 ５６ 柴田 大知田中 卓氏 大和田 稔 浦河 バンダム牧場 ３９２－１６１：１５．１	 ３９６．９�
１１ � ウエルアウェイ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二ディアレスト 田村 康仁 平取 広川牧場 ４５４＋ ４１：１５．２	 ９．８�
６１２� クリノダグラス 牡３黒鹿５６ 小野 次郎栗本 博晴氏 萱野 浩二 新冠 ハクツ牧場 ４５０－ ３１：１５．５２ ３９２．２�
７１３� クロコアイト 牡３栗 ５６

５３ ▲吉田 隼人加藤 徹氏 松永 勇 新冠 松田 富士夫 ４７４＋ ４１：１６．１３� １１５．０�
５９ � チアフルシチー 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 三石 設楽牧場 ４２６＋１０１：１７．１６ ２６８．９�
８１５�� トーセンスノーマン 牡３芦 ５６

５３ ▲大野 拓弥島川 �哉氏 奥平 真治 門別 柴田 節子 ４５２＋ ８１：１８．３７ ４２４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，８１８，９００円 複勝： ２１，１１２，９００円 枠連： ２３，５１７，６００円

普通馬連： ７３，５６０，５００円 馬単： ７３，５８０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５６９，３００円

３連複： ９４，４５６，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３２３，６１６，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２，５２０円 複 勝 � ４４０円 � １２０円 � ９６０円 枠 連（３－３） １，８９０円

普通馬連 �� ２，０３０円 馬 単 �� ６，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� ９，３２０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ２３，７１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６８１８９ 的中 � ５２６１（７番人気）
複勝票数 計 ２１１１２９ 的中 � ８７８４（７番人気）� ８３３４３（１番人気）� ３６３９（９番人気）
枠連票数 計 ２３５１７６ 的中 （３－３） ９１９５（６番人気）
普通馬連票数 計 ７３５６０５ 的中 �� ２６８０６（７番人気）
馬単票数 計 ７３５８０６ 的中 �� ８４８０（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５６９３ 的中 �� ６２７３（９番人気）�� ５２１（５０番人気）�� ３０８４（２０番人気）
３連複票数 計 ９４４５６６ 的中 ��� ２９４１（５３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．６―１２．５―１２．７―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３４．９―４７．４―１：００．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジェネラスボーイ �
�
父 キンググローリアス �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００５．６．２６ 函館６着

２００３．４．１９生 牡３鹿 母 ビューティマロン 母母 サ ン コ シ コ １０戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンスノーマン号は，平成１８年５月８日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 アイノヤマト号は，平成１８年５月８日まで平地競走に出走できない。
※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 アリマスペースワン号
※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。



０８０５０ ４月８日 晴 稍重 （１８中山３）第５日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

４５ コパノカチドキ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎小林 祥晃氏 小島 太 門別 ヤナガワ牧場 ４７６± ０１：５４．２ ４．０�

５７ � インベスター 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �ノースヒルズマネ
ジメント 萩原 清 新冠 平山牧場 ５７０－１２１：５４．３� ３．９�

３４ �� デスバラード 牡３鹿 ５６ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 三石 三石ファーム ４４４＋ ４１：５５．９１０ １０．７�
（大井）

６９ � フジヤマホーク 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝藤本 龍也氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４７４＋ ８１：５６．６４ ２６．２�
５８ � ブレーブソルジャー 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己吉澤 克己氏 中川 公成 門別 富川牧場 ４６８＋ ２１：５７．２３� １３．１�
１１ ミックベンハー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �イースターサンデー 中野 栄治 浦河 山春牧場 ４７６－ ４１：５７．４１� ３．５�
６１０� スミノバンビーナ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春長井 純一氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ４６４＋ ２１：５８．０３� ３５．０	
８１３� サ ム ゾ ー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司井上 一郎氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 ５３０＋ ２１：５８．３１� ４２．２

４６ � パルピタント 牡３栗 ５６ 江田 照男�前川企画 武藤 善則 平取 清水牧場 B５０４－１６１：５８．９３� ３０．６�
８１４� マイネルマキシマム 牡３栗 ５６ 郷原 洋司 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 郷原 洋行 新冠 ビッグレッドファーム B４８４－ ４１：５９．０� ６７．６
７１１� エクレールヴィオレ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �キャロットファーム 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４２± ０ 〃 ハナ ８．０�
３３ � ヒヤクゼンシン 牡３鹿 ５６ 坂井 英光神山 幸男氏 勢司 和浩 門別 藤本ファーム ５０８＋ ４１：５９．２１� ３０１．９�

（大井）

７１２� マイネルブラスター 牡３栃栗５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 オリエント牧場 B５００－ ４２：００．０５ ４４．３�

２２ �� コ ス モ ボ ス 牡３鹿 ５６
５３ ▲大野 拓弥岡田美佐子氏 萱野 浩二 様似 土井 仁 ４４２－１０２：０１．７大差 １５１．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，００６，１００円 複勝： ２３，００８，４００円 枠連： ２２，６９８，９００円

普通馬連： ７８，３３０，２００円 馬単： ７０，７４５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５４９，０００円

３連複： ９５，９２８，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３２８，２６５，９００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � ３１０円 枠 連（４－５） ５２０円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ９３０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ３，２８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７００６１ 的中 � ３３８１２（３番人気）
複勝票数 計 ２３００８４ 的中 � ３３２４８（３番人気）� ５２７２９（２番人気）� １５５２２（６番人気）
枠連票数 計 ２２６９８９ 的中 （４－５） ３２３８２（２番人気）
普通馬連票数 計 ７８３３０２ 的中 �� ７０２２３（３番人気）
馬単票数 計 ７０７４５３ 的中 �� ３２１５２（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５４９０ 的中 �� １４９３４（３番人気）�� ５１７３（１２番人気）�� ６１９４（１０番人気）
３連複票数 計 ９５９２８０ 的中 ��� ２１６２４（１０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１２．５―１３．０―１３．０―１２．６―１２．９―１２．３―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３６．６―４９．６―１：０２．６―１：１５．２―１：２８．１―１：４０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３９．０
１
３
１（４，５）１０（６，１１，１３，１４）－９（２，１２）（３，８）７
７（１，５）－（４，１０，１３）１４，９，１１（６，８）（１２，３）２

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

勝馬の
紹 介

コパノカチドキ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Nijinsky デビュー ２００６．１．７ 中山２着

２００３．５．３１生 牡３鹿 母 ジェミニスター 母母 Laura’s Star ３戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルブラスター号・コスモボス号は，平成１８年５月８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。



０８０５１ ４月８日 晴 稍重 （１８中山３）第５日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時００分 （ダート・右）

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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

１１ � マルターズマッシブ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Harold
Queen ４８６ ―１：１３．０ ３．４�

（大井）

８１３� ア ル マ ー ジ 牝３栗 ５４ 北村 宏司畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 ４８６± ０１：１３．５３ ５７．０�
４６ ハッスルハッスル 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣井高 義光氏 菅原 泰夫 静内 井高牧場 ４９６－１４１：１３．９２� ８．４�
４５ キラライットウセイ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹北所 直人氏 中川 公成 三石 ニシケンフ

アーム ４５６－ ４１：１４．２１	 ５．５�
５７ 
 アリマスペースワン �３鹿 ５６ 坂井 英光有馬 博文氏 矢作 芳人 浦河 村中 一英 ４８０－１０１：１４．４１ ４０．１�

（大井）

６９ シ ロ ク ン 牡３白 ５６ 田中 勝春金子真人ホール
ディングス� 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ４１：１４．５	 ３４．６�

７１１� ソニックオー 牡３鹿 ５６ 吉永 護重松 國建氏 吉永 正人 浦河 鎌田 正嗣 ４６８－ ２１：１４．６クビ ７０．７	
２２ クラヴィーア 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本郷 一彦 浦河 ヒダカフアーム ４４２－ ４１：１５．２３� ９．６

７１２� タカトモゴールド 牡３栗 ５６

５３ ▲大野 拓弥�橋 顕輔氏 大和田 稔 宮城 高友産業 ４１８－ ２１：１５．７３ １７４．８�
６１０� フィールザミリオン 牝３黒鹿５４ 横山 典弘櫻井 正氏 岩戸 孝樹 米 T. Sakurai ４５０－１０ 〃 ハナ ４．９�
５８ 
 カシノモムチャン 牡３青鹿 ５６

５３ ▲佐藤 聖也柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 谷口牧場 B５００－１３１：１５．８� １７０．９
８１４� ベルモントヒーロー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �ベルモントファーム 鈴木 康弘 新冠 ベルモント

ファーム ５１２ ―１：１６．５４ ４．０�
３３ � ロジーライフ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一間原 光正氏 西塚 安夫 浦河 大道 秀男 ４５４ ―１：１７．４５ １７８．３�
３４ � シルクスパルナ �３鹿 ５６ 横山 義行有限会社シルク畠山 重則 静内 畠山牧場 ４２６－ ５１：１８．６７ ２０５．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，４４９，１００円 複勝： ２３，４６１，４００円 枠連： ２３，６２３，６００円

普通馬連： ７９，９３５，２００円 馬単： ７８，１５５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１３２，６００円

３連複： ９８，６２０，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３４３，３７７，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � ２１０円 � ９８０円 � ２５０円 枠 連（１－８） ７９０円

普通馬連 �� ７，７１０円 馬 単 �� １１，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７９０円 �� ７８０円 �� ３，１７０円

３ 連 複 ��� ２０，７７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９４４９１ 的中 � ４５３９３（１番人気）
複勝票数 計 ２３４６１４ 的中 � ３３７１３（４番人気）� ５０３２（８番人気）� ２６６０２（５番人気）
枠連票数 計 ２３６２３６ 的中 （１－８） ２２２１０（４番人気）
普通馬連票数 計 ７９９３５２ 的中 �� ７６５８（１９番人気）
馬単票数 計 ７８１５５６ 的中 �� ５０３８（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１３２６ 的中 �� １７３５（２４番人気）�� ６７１０（１２番人気）�� １５２１（２９番人気）
３連複票数 計 ９８６２００ 的中 ��� ３５０５（６４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．９―１２．４―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．７―３５．６―４８．０―１：００．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３７．４
３ ・（１，５，１３）７，６（１１，１０）（９，１２，１４）２－（３，４）８ ４ ・（１，５，１３）－７，６（９，１１）－（１０，１４）１２，２－（３，８）－４

勝馬の
紹 介

�マルターズマッシブ �
�
父 Yes It’s True �

�
母父 Notebook 初出走

２００３．２．２生 牡３鹿 母 Riveting Drama 母母 Special Token １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロジーライフ号は，平成１８年５月８日まで平地競走に出走できない。

シルクスパルナ号は，平成１８年７月８日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 カシノモムチャン号は，平成１８年５月８日まで平地競走に出走できない。
※アリマスペースワン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



０８０５２ ４月８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（１８中山３）第５日 第４競走 ��３，２００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�
増，１７．４．９以降未出走馬および未勝利馬１�減
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円� コースレコード３：３１．０良・良

８８ スプリングゲント 牡６鹿 ６１ 白浜 雄造加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ５０８－１０３：３３．３ １．８�

７７ � マルターズヒート 牝５栗 ５８ 横山 義行藤田与志男氏 坂口 正則 米
Omar Trevino, Dr. William
Rood & Gaines－Gentry Thor-
oughbreds

４７８－ ４３：３４．０４ ３．８�
３３ � ディバイドバイゼロ 牡６黒鹿６０ 村山 明薗部 博之氏 森 秀行 米

William A. Carl
& G. Watts
Humphrey Jr.

４６６＋ ２３：３５．０６ ５．０�
６６ ローレルデフィー 牝６鹿 ５９ 浜野谷憲尚 �ローレルレーシング 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４７２＋１２３：３５．１� １０．９�
４４ トウショウトリック 牡６芦 ５９ 宗像 徹トウショウ産業� 阿部 新生 静内トウショウ牧場 B４７６＋ ２３：３７．４大差 ３７．０�
８９ � スーパーヒーロー �７鹿 ６０ 五十嵐雄祐�鳥海商事 藤原 辰雄 新冠 石郷岡 松

太郎 ４８６± ０３：３７．９３ １５．８	
２２ マザーツリー 牝５鹿 ５７ 大庭 和弥吉野 吉晴氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４８８＋ ４ 〃 ハナ １２２．５

１１ ホリディオンワード 牝５栗 ５８ 平沢 健治樫山 ハル氏 郷原 洋行 浦河 オンワード牧場 ４７６－１０３：３９．２８ １４１．４�
５５ � タイキサファリ 牡８黒鹿６０ 田中 剛�大樹ファーム 蛯名 信広 米 Taiki Farm ４８６＋１２３：３９．８３	 ２５．７�

（９頭）

売 得 金

単勝： １４，１９１，１００円 複勝： １１，１７２，３００円 枠連： ２０，０４０，３００円

普通馬連： ５４，７１５，５００円 馬単： ７４，４１８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １４，２０２，２００円

３連複： ７８，４０８，０００円 ３連単： 発売なし 計： ２６７，１４８，２００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １４０円 枠 連（７－８） ３００円

普通馬連 �� ３３０円 馬 単 �� ４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� １５０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ３６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４１９１１ 的中 � ６２５６６（１番人気）
複勝票数 計 １１１７２３ 的中 � ３８６００（１番人気）� ２２８４４（２番人気）� １６１１０（３番人気）
枠連票数 計 ２００４０３ 的中 （７－８） ５０９９４（１番人気）
普通馬連票数 計 ５４７１５５ 的中 �� １２６０１０（１番人気）
馬単票数 計 ７４４１８８ 的中 �� １１４１１８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４２０２２ 的中 �� ２６７００（２番人気）�� ２６９４９（１番人気）�� １０３４１（３番人気）
３連複票数 計 ７８４０８０ 的中 ��� １６３６１９（１番人気）

上り １マイル １：４６．５ ４F ５０．８－３F ３７．４
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
７－８＝（３，６）－（５，９）－４－２，１
７，８（６，３）－４（５，９）－２＝１

�
�
７－８－６，３＝（５，９）－４－２－１・（７，８）＝（６，３）－４－（５，９）２＝１

勝馬の
紹 介

スプリングゲント 
�
父 オペラハウス 

�
母父 ニツポーテイオー デビュー ２００２．１２．１ 阪神３着

２０００．４．３０生 牡６鹿 母 スプリングマドンナ 母母 ハイランドファンタジー 障害：３戦３勝 賞金 ３８，５００，０００円



０８０５３ ４月８日 曇 良 （１８中山３）第５日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・右）

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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

２３ � ゴールドキング 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �ゴールドレーシング 藤沢 和雄 静内 矢野牧場 ５３８± ０２：０３．１ １．７�

８１６ ダンスオールナイト 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２２：０３．６３ １５．９�
２４ �� プロトプラスト 牡３黒鹿５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４２６－ ４２：０３．８１� ６．６�
８１５�� コスモスコヴィル 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司岡田美佐子氏 沢 峰次 門別 白瀬 明 ４５４＋ ６２：０４．３３ ２７．２�
４８ サーストンラウンド 牡３黒鹿５６ 松岡 正海齊藤 宣勝氏 中野 栄治 門別 天羽 禮治 ４７６－ ８２：０４．５１	 ２５９．９�
６１１ マイネルマズラー 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 三石 沖田 忠幸 ５６０－１２２：０４．６クビ ５０．４	
８１７ トーセンバサラ 牡３鹿 ５６ 坂井 英光島川 
哉氏 中島 敏文 静内 岡田スタツド ４４８－ ２ 〃 ハナ ７９．１�

（大井）

５１０ レスターパーソン 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 静内 曾田農園 ４８６－ ６２：０４．８１� １１．５�
１２ �� マイネルスパルナ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 様似 林 時春 ５０４＋３４ 〃 ハナ ６．１
５９ 
 コスモストラテジー 牝３栗 ５２ 石神 深一岡田美佐子氏 �田 研二 新 P J Bruce &

J W Campin ４１２－ ２２：０４．９	 ５３８．１�
３６ ヨシウォーリア 牡３鹿 ５６ 内田 博幸田辺 喜彦氏 浅野洋一郎 新冠 須崎牧場 ４４２＋ ２ 〃 ハナ １４．７�

（大井）

１１ � ナモンワンダー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣�南原商事 本間 忍 新冠 石田牧場 ４４４－１２２：０５．０クビ １５４．９�
３５ スマートサイクロン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春大川 徹氏 田村 康仁 門別 野島牧場 ４９８－ ６ 〃 クビ ８２．１�
６１２ ミュージックハート 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎�ダイリン 佐々木亜良 静内 今 牧場 ４７８＋ ４２：０５．２１� ４６４．６�
７１３� エクスラベル 牝３栗 ５４ 小野 次郎前田 繁氏 伊藤 伸一 静内 和田牧場 ４４６－ ２２：０５．４１	 ８６．５�
４７ �� ガ ブ �３鹿 ５６ 大庭 和弥海谷 幸司氏 高橋 義博 静内 石川 栄一 ４５６± ０２：０５．５	 １９８．７�
７１４ ヤマニンスムーサー 牝３鹿 ５４ 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４５６＋ ６２：０６．１３	 ７５６．７�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２７，１７５，７００円 複勝： ２９，８６５，８００円 枠連： ２８，４００，８００円

普通馬連： ９４，３００，２００円 馬単： １００，５５８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，６２５，２００円

３連複： １２１，００６，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４２５，９３２，１００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � １７０円 枠 連（２－８） ４５０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ２３０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� １，６００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７１７５７ 的中 � １３２３０６（１番人気）
複勝票数 計 ２９８６５８ 的中 � １１９２７４（１番人気）� ２１６０４（４番人気）� ３９５００（２番人気）
枠連票数 計 ２８４００８ 的中 （２－８） ４７３５７（１番人気）
普通馬連票数 計 ９４３００２ 的中 �� ７３４１２（４番人気）
馬単票数 計１００５５８２ 的中 �� ６３０７２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４６２５２ 的中 �� １３８６９（５番人気）�� ３１９３７（１番人気）�� ５３８９（１１番人気）
３連複票数 計１２１００６２ 的中 ��� ５６１５９（４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．８―１３．２―１２．６―１１．５―１２．１―１２．０―１２．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．２―３７．０―５０．２―１：０２．８―１：１４．３―１：２６．４―１：３８．４―１：５０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．７
１
３
１１，２，１６（１０，１７）（３，１３，１４）（４，５）（９，１２）（６，１５）（７，８）－１
１４（１１，１６，１７，８）２（１０，１５）３，１２（４，１３）５（６，９）－７，１

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

勝馬の
紹 介

�ゴールドキング �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．３．５ 中山２着

２００３．４．２０生 牡３黒鹿 母 ヒシバイタル 母母 バードキャット ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 エクスラベル号・ヤマニンスムーサー号は，平成１８年５月８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。



０８０５４ ４月８日 雨 稍重 （１８中山３）第５日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

７１４ コアレスコジーン �３鹿 ５６ 後藤 浩輝小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４４８－ ４１：１２．７ ６．３�

６１２ アンバージャック 牡３栗 ５６ 横山 典弘�日進牧場 中野 隆良 浦河 日進牧場 ４９６± ０１：１２．８� ２．２�
７１３ グレートモア 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二堀越 毅一氏 小林 常泰 静内 飛野牧場 ４７６± ０１：１３．６５ ８．２�
４７ プリンセスヨコハマ 牝３鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人平澤 基男氏 吉永 正人 静内 グランド牧場 ４５８＋ ４１：１３．８１� ５５．７�
６１１ インテリアワード 牡３鹿 ５６ 松岡 正海十二 政美氏 矢作 芳人 三石 加野牧場 ４６８－１０ 〃 ハナ ５．４�
８１６� エイコーロマン 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹永井 廣司氏 嶋田 功 三石 大塚牧場 ４７６－ ６１：１４．０１� １４．５�
３５ � ジャスミンフレイズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲吉田 隼人内藤 好江氏 奥平 真治 青森 オオタ牧場 ４７４± ０１：１４．１� ２２２．２	
５９ �	 ミリオンタッチ 牡３鹿 ５６ 坂井 英光村山 義男氏 月岡 健二 早来 吉田牧場 ５００＋ ２１：１４．３１� ３３．１


（大井） （大井）

２４ 
 ライトモーション 牝３鹿 ５４ 田面木博公柳橋 俊昭氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ３９４＋ ２１：１４．４クビ ３９７．５�
２３ � マルブツボーイ 牡３栃栗 ５６

５３ ▲大野 拓弥大澤 毅氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４４２－ ２ 〃 クビ ７２．２�
１１ �� コスモミルクマン 牡３鹿 ５６ 小野 次郎岡田美佐子氏 根本 康広 三石 タガミファーム ５１４＋ ４１：１４．９３ ２２．２
３６ � ロードクライマー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �ロードホースクラブ 菊川 正達 三石 上村 清志 ４８６＋ ２１：１５．０� １０．７�
５１０�� コスモライトニング 牡３鹿 ５６ 横山 義行岡田美佐子氏 畠山 重則 青森 松坂 長寿 ４５４＋ ２１：１５．１� ６８３．３�
８１５
 グリフォニー 牝３鹿 ５４ 江田 照男�石田牧場 佐々木亜良 新冠 石田牧場 ５０６＋ ６１：１５．４１� ３８６．８�
４８ 	 アジュディダンサー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸伊坂 重憲氏 三坂 盛雄 門別 有限会社グッド

ラック・ファーム ４６０± ０ 〃 アタマ ３３．５�
（大井） （大井）

１２ � リネンアピール �３鹿 ５６ 郷原 洋司戸山 光男氏 南田美知雄 門別 モリナガファーム B４６４＋１０１：１６．２５ ３７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，２０９，７００円 複勝： ２１，８１３，３００円 枠連： ３０，０２８，４００円

普通馬連： ９３，０００，９００円 馬単： ８３，０５１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９７５，２００円

３連複： １１１，７８０，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３８１，８６０，３００円

払 戻 金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １８０円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（６－７） ２９０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� ２，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ６７０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８２０９７ 的中 � ２３０１１（３番人気）
複勝票数 計 ２１８１３３ 的中 � ２９６４９（３番人気）� ６０２０６（１番人気）� ２２４５７（４番人気）
枠連票数 計 ３００２８４ 的中 （６－７） ７８０９０（１番人気）
普通馬連票数 計 ９３０００９ 的中 �� ８９２６７（２番人気）
馬単票数 計 ８３０５１９ 的中 �� ２９８１４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９７５２ 的中 �� ２１１４５（２番人気）�� ８１７４（７番人気）�� １５４２７（３番人気）
３連複票数 計１１１７８０９ 的中 ��� ４９２６８（３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．３―１２．５―１２．６―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３４．０―４６．５―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コアレスコジーン �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 ハイブリツジスルー デビュー ２００５．７．２ 福島１０着

２００３．５．１３生 �３鹿 母 ブライティアスルー 母母 ケ ド ラ ８戦２勝 賞金 １５，６５０，０００円
〔制裁〕 プリンセスヨコハマ号の騎手黛弘人は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
※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。



０８０５５ ４月８日 晴 稍重 （１８中山３）第５日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

牝，４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．３．１１以降４歳５００・５歳以
上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６８ � マーベラスカクテル 牝５青鹿 ５５
５２ ▲大野 拓弥吉田 勝己氏 杉浦 宏昭 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４５０＋ ２１：５５．２ ３．９�

８１３�� ツルマイクィーン 牝５栗 ５５ 内田 博幸平岩 健一氏 菊川 正達 三石 平岩牧場 ４４４－１２１：５５．８３� ５．２�
（大井）

５６ レオシュガー 牝４栃栗５５ 池添 謙一�レオ 小島 茂之 様似 清水 誠一 ４４０－ ４１：５６．０１� １２４．７�
７１０ ニューグランジ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４４２－ ８１：５６．３１� ２．１�
１１ アライブシチー 牝５鹿 ５５

５２ ▲的場 勇人 �友駿ホースクラブ 内藤 一雄 門別 富川田中牧場 ４０６＋ ２１：５６．４クビ １６．８	
８１２�	 ハネダキセキ 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝鈴木 とし氏 秋山 雅一 白老 白老ファーム B４８４± ０１：５６．５� １１．９

３３ アキノヨシヨシ 牝５鹿 ５５

５２ ▲吉田 隼人穐吉 正孝氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４９４＋ ４１：５７．０３ ２２４．７�
７１１� エプソムデザイアー 牝５青鹿５５ 大庭 和弥 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 稲葉 隆一 門別 浜本牧場 ４９８＋１４１：５７．１� ９８．８�
６９ 	 トミケンラピッド 牝４鹿 ５５ 安藤 勝己冨樫 賢二氏 坂本 勝美 門別 棚川牧場 ４４８＋１６１：５７．２� ９．２
４４ ホッカイラブリー 牝４栗 ５５ 北村 宏司高木 繁光氏 石栗 龍彦 穂別 大頭 忠典 ４５２－ ６１：５７．３クビ ４０．１�
４５ � レキシントンルビー 牝４鹿 ５５ 坂井 英光後藤 繁樹氏 笹倉 武久 浦河 ターフィー牧場 ４１４＋ ２１：５８．３６ ２５９．１�

（大井）

５７ � マイディザート 牝４鹿 ５５ 江田 照男村上 正喜氏 大和田 稔 浦河 北俣 光浩 ４４６＋１２ 〃 クビ １５１．９�
２２ � ベルモントメビウス 牝４鹿 ５５ 石神 深一 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４４０＋１２１：５８．４クビ ７３．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，４１１，２００円 複勝： ２２，０５７，９００円 枠連： ２８，８０６，２００円

普通馬連： ９８，９１２，２００円 馬単： １００，５２６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９５８，３００円

３連複： １１７，４１９，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４１１，０９１，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １８０円 � ２００円 � １，９８０円 枠 連（６－８） ５７０円

普通馬連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ３，７３０円 �� ３，８６０円

３ 連 複 ��� ３４，５８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０４１１２ 的中 � ４１８７９（２番人気）
複勝票数 計 ２２０５７９ 的中 � ３９８７８（２番人気）� ３３２６８（３番人気）� ２０６９（１０番人気）
枠連票数 計 ２８８０６２ 的中 （６－８） ３７６５１（３番人気）
普通馬連票数 計 ９８９１２２ 的中 �� ７２３５７（４番人気）
馬単票数 計１００５２６０ 的中 �� ３９７４２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２９５８３ 的中 �� １３７９６（４番人気）�� １４３４（２９番人気）�� １３８６（３１番人気）
３連複票数 計１１７４１９７ 的中 ��� ２５０６（６６番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．４―１３．５―１３．５―１２．６―１２．４―１２．４―１２．０―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．２―３８．７―５２．２―１：０４．８―１：１７．２―１：２９．６―１：４１．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マーベラスカクテル �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 サ ン キ リ コ デビュー ２００４．２．７ 東京３着

２００１．５．１０生 牝５青鹿 母 ナスノキララ 母母 グ ラ ン チ ラ １８戦２勝 賞金 ３３，８０６，０００円
〔３走成績による出走制限〕 レキシントンルビー号は，平成１８年５月８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。



０８０５６ ４月８日 晴 稍重 （１８中山３）第５日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５５分 （ダート・右）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．３．１１以降４歳
５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着
馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

６９ � チョウカイキセキ 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣�平田牧場 加藤 和宏 静内 タイヘイ牧場 ４７６± ０１：１２．０ １．５�

７１０�� ガッサンルーブル 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹西村 專次氏 畠山 吉宏 門別 戸川牧場 ５３０± ０１：１２．２１ ２５．１�
６８ レオマジック 牡４黒鹿５７ 内田 博幸�レオ 中島 敏文 浦河 江谷 重雄 ４８２± ０１：１２．５２ ４．５�

（大井）

４５ � タケデンバトル 牡６栗 ５７
５４ ▲吉田 隼人武市 弘氏 田子 冬樹 浦河 安藤牧場 ４９４＋ ４１：１２．８１� ４０．４�

８１２ プライベートエリア 牡５黒鹿５７ 田中 勝春臼田 浩義氏 宗像 義忠 門別 日高大洋牧場 ５００＋ ８１：１３．０１� １０．６�
３３ サンダーロード 牡４栗 ５７ 松岡 正海加藤 信之氏 中川 公成 門別 中川牧場 B４６０＋ ４１：１３．１� ３８．０�
７１１� ダイワケベック 牡５黒鹿５７ 武 幸四郎大城 敬三氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム B５０２＋ ４１：１３．５２� １５３．０	
４４ リ ネ ン ド ン 	５鹿 ５７ 坂井 英光戸山 光男氏 嶋田 潤 門別 白井牧場 ５０２± ０１：１３．７１� ３１１．０


（大井）

５６ �� バンダムハリアー 牡４栗 ５７ 藤田 伸二山科 統氏 国枝 栄 浦河 丸幸小林牧場 B５１６－ ２ 〃 アタマ １３．２�
２２ � フサイチピクシー 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝関口 房朗氏 池上 昌弘 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８２± ０１：１３．８� １６．５�
１１ 
 ユキノサプライズ 牡４黒鹿５７ 小野 次郎井上 基之氏 中野渡清一 静内 服部 牧場 ４８６± ０１：１３．９� ２１４．１
５７ メジロバーマン 牝４栗 ５５

５２ ▲的場 勇人メジロ商事� 尾形 充弘 伊達 メジロ牧場 ５１０－ ６１：１４．０クビ ６５．１�
８１３
 セ イ チ ー ズ 牝４栗 ５５

５２ ▲大野 拓弥 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大和田 稔 門別 加藤牧場 ４０４＋ ４１：１４．９５ ２４７．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２８，０５３，７００円 複勝： ３０，８０１，８００円 枠連： ３４，６５３，８００円

普通馬連： １２８，１９８，７００円 馬単： １４２，０５９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，６４３，３００円

３連複： １６４，７３２，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５６０，１４３，７００円

払 戻 金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １００円 � ３００円 � １３０円 枠 連（６－７） ９００円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １５０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� １，１４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８０５３７ 的中 � １５２２６８（１番人気）
複勝票数 計 ３０８０１８ 的中 � １３５２２０（１番人気）� １３６８５（７番人気）� ５６４８６（２番人気）
枠連票数 計 ３４６５３８ 的中 （６－７） ２８６２７（４番人気）
普通馬連票数 計１２８１９８７ 的中 �� ７７６３３（４番人気）
馬単票数 計１４２０５９９ 的中 �� ６８４２８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１６４３３ 的中 �� １６０１１（４番人気）�� ７６７５５（１番人気）�� ８１２３（１０番人気）
３連複票数 計１６４７３２５ 的中 ��� １０７５８４（３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．２―１１．８―１２．１―１４．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．８―４５．６―５７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３８．２
３ ・（６，８，９）－２，１２（５，１０，１３）（３，７，１１）４－１ ４ ・（８，９）６－２，１２（５，１０）（３，１３）７（１１，４）１

勝馬の
紹 介

�チョウカイキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ランズダーン デビュー ２００４．１１．１３ 東京３着

２００２．４．１８生 牡４黒鹿 母 フェイムオブラス 母母 マンジユデンスター １４戦２勝 賞金 ３５，０５１，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ユキノサプライズ号・メジロバーマン号は，平成１８年５月８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。



０８０５７ ４月８日 晴 良 （１８中山３）第５日 第９競走 ��
��２，２００�

や ま ぶ き

山 吹 賞
発走１４時３０分 （芝・右・外）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００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

２：１０．１
２：１０．１

良

良

２２ ア エ ロ ー ザ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 追分 追分ファーム ４６８－ ２２：１４．４ １．９�

４４ ミストラルクルーズ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４８０－ ４２：１５．０３� １０．７�
４５ � ニシノフリーダム 牡３栗 ５６ 柴田 善臣西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ５３８－ ６２：１５．２１� ５．２�
７１０� ネヴァブション 牡３黒鹿５６ 北村 宏司�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４７０＋ ２ 〃 クビ １２．２�
８１３� サクラマジェスティ 牡３栗 ５６ 武 幸四郎�さくらコマース田中 清隆 静内 谷岡牧場 ４６２± ０２：１５．４１� ３２．１�
５６ �	 マイネルスバル 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 宏 静内 高橋 修 ４２６－１４２：１５．５クビ ４０．８	
３３ � ダンシングクリス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝森 保彦氏 秋山 雅一 静内 曾田農園 ４５２－ ２ 〃 クビ １４５．８

５７ ゴールデンミシエロ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹吉田 義昭氏 清水 美波 門別 坂戸 節子 ４７４－ ８２：１５．７１� ９８．７�
７１１
 ミレニアムウイング 牡３鹿 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Western

Bloodstock ４８２－ ２２：１５．８クビ ７．２�
８１２	� コスモラバンジン 牡３鹿 ５６ 坂井 英光岡田美佐子氏 稲葉 隆一 浦河 不二牧場 ４４０± ０２：１５．９� ５５．６

（大井）

１１ ブローオブサンダー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸吉田 勝己氏 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４７４－ ４ 〃 クビ ２４．１�
（大井）

６８ ジョウテンライジン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 ４５２－ ４２：１６．２１� １５．４�
６９ �	 クロスビスティー 牡３鹿 ５６ 小野 次郎備前島 融氏 大江原 哲 静内 静内酒井牧場 ４７４± ０２：１７．４７ １２２．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４３，０４４，８００円 複勝： ４９，１３２，５００円 枠連： ４７，４６５，１００円

普通馬連： ２０４，００３，２００円 馬単： １５６，１９４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，３５６，８００円

３連複： １５０，３８７，８００円 ３連単： ４１３，０２２，３００円 計： １，１０８，６０６，６００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � １４０円 枠 連（２－４） ３００円

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� １９０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，３２０円 ３ 連 単 ��� ４，７７０円

票 数

単勝票数 計 ４３０４４８ 的中 � １８７８２７（１番人気）
複勝票数 計 ４９１３２５ 的中 � １５５０５５（１番人気）� ４５６５５（４番人気）� ９２９８５（２番人気）
枠連票数 計 ４７４６５１ 的中 （２－４） １１９２５５（１番人気）
普通馬連票数 計２０４００３２ 的中 �� １５６２６３（３番人気）
馬単票数 計１５６１９４１ 的中 �� ８６４０３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５３５６８ 的中 �� ３３５４３（３番人気）�� ７５５９７（１番人気）�� １６４９１（８番人気）
３連複票数 計１５０３８７８ 的中 ��� ８４３９１（２番人気）
３連単票数 計４１３０２２３ 的中 ��� ６３９８３（６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．０―１２．４―１２．６―１２．６―１２．２―１２．２―１２．０―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２４．１―３６．１―４８．５―１：０１．１―１：１３．７―１：２５．９―１：３８．１―１：５０．１―２：０２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ア エ ロ ー ザ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．３．１８ 阪神１着

２００３．５．１８生 牡３鹿 母 アスペンリーフ 母母 マクダヴィア ２戦２勝 賞金 １７，３５０，０００円
※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。



０８０５８ ４月８日 曇 良 （１８中山３）第５日 第１０競走 ��
��２，５００�

あ わ

安 房 特 別
発走１５時０５分 （芝・右）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．３．１１以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２９．５
２：２９．５

良

良

８１０� トウカイエール 牡６青 ５７ 田中 勝春内村 正則氏 後藤 由之 平取 びらとり牧場 ４７２－ ４２：３５．２ ８．７�

７８ リキアイサイレンス 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝高山 幸雄氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 B４９８－ ８２：３５．３� ２．３�
３３ チョウカイフライト 牡７黒鹿５７ 柴田 善臣�平田牧場 中野 隆良 浦河 谷川牧場 ４８４－ ４２：３５．５１	 ８．２�
５５ 
 オルドリーバ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸古川 智洋氏 佐藤 吉勝 三石 畑端牧場 ４４８± ０２：３５．６クビ ５．２�

（大井）

７９ レディインブラック 牝５黒鹿５５ 北村 宏司�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 B４６２＋ ２２：３５．９２ ５６．５�
１１ エプソムボス 牡５栗 ５７ 藤田 伸二 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 堀井 雅広 静内 田原橋本牧場 ５１６－ ４ 〃 ハナ １５．８�
２２ ゲットマイウェイ 牡４青鹿５７ 安藤 勝己飯田 正氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 B４７２－ ６ 〃 アタマ １４．７	
６７ 
 ブラックアルタイル �４黒鹿５７ 松岡 正海 
社台レースホース二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４７６－ ４２：３６．５３� ４９．８�
６６ 
 ヒロノタイタン 牡５鹿 ５７ 池添 謙一山内 広氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ４９４－ ２２：３７．７７ ８６．８�
４４ ブラックファルコン 牡５鹿 ５７ 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４５８－ ２２：３７．８� ４．９
８１１ ニジノカナタヘ 牝６芦 ５５ 武 幸四郎江川 伸夫氏 的場 均 新冠 川上 悦夫 B４４８－ ６２：３８．０１ １９３．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３１，３０１，１００円 複勝： ４８，７８９，１００円 枠連： ３７，０４６，２００円

普通馬連： ２０６，０９５，４００円 馬単： １４４，３６８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，９７２，１００円

３連複： １４８，５７３，７００円 ３連単： ４１９，３３１，９００円 計： １，０７８，４７８，０００円

払 戻 金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２２０円 � １２０円 � １９０円 枠 連（７－８） ７６０円

普通馬連 �� ８４０円 馬 単 �� ２，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ９８０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，７８０円 ３ 連 単 ��� ９，９３０円

票 数

単勝票数 計 ３１３０１１ 的中 � ２８４３９（５番人気）
複勝票数 計 ４８７８９１ 的中 � ４７６５１（５番人気）� １４８０２９（１番人気）� ５７８６１（４番人気）
枠連票数 計 ３７０４６２ 的中 （７－８） ３６３０７（４番人気）
普通馬連票数 計２０６０９５４ 的中 �� １８２７１６（４番人気）
馬単票数 計１４４３６８５ 的中 �� ４９１５０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２９７２１ 的中 �� ３２４４２（４番人気）�� ９６４９（１３番人気）�� ３５０７４（３番人気）
３連複票数 計１４８５７３７ 的中 ��� ６１７１８（６番人気）
３連単票数 計４１９３３１９ 的中 ��� ３１１７４（３０番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．３―１２．０―１２．３―１３．４―１３．９―１３．４―１１．８―１２．０―１２．０―１１．５―１１．８―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．３―１８．６―３０．６―４２．９―５６．３―１：１０．２―１：２３．６―１：３５．４―１：４７．４―１：５９．４―２：１０．９―２：２２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４７．８―３F３５．８
１
�
２，１－１１（４，８）７（３，１０）９－（５，６）
８（１，１０）（２，７，４）（１１，３）（９，５）－６

２
�
・（２，１）８（４，１１，７）（３，１０）９－６，５・（８，１０）７（２，１）３，５，４（１１，９）６

勝馬の
紹 介

�トウカイエール �
�
父 ソウルオブザマター �

�
母父 サンデーサイレンス

２０００．５．２１生 牡６青 母 トウカイパステル 母母 トウカイミヤビ ２４戦４勝 賞金 ６２，６９０，０００円
初出走 JRA

※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。



０８０５９ ４月８日 曇 良 （１８中山３）第５日 第１１競走 ��
��１，６００�第２４回ニュージーランドトロフィー（ＧⅡ）

発走１５時４０分 （NHKマイルカップトライアル） （芝・右・外）

牡・牝，３歳；負担重量は，馬齢重量
ベイオブプレンティレーシングクラブ賞・ニュージーランド航空賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 ９２４，０００円 ２６４，０００円 １３２，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

１１ � マイネルスケルツィ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 様似 富田 恭司 ５００－１０１：３３．５ １．９�

７９ � ファイングレイン 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８２－ ４１：３３．６� ２４．３�
６８ �� ロ ジ ッ ク 牡３黒鹿５６ 内田 博幸前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 武田 修一 ４８８－ ６１：３３．７	 ５．３�

（大井）

３３ 
 アポロノサトリ 牡３芦 ５６ 吉田 隼人菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Robert Low &
Lawana Low ４４２± ０１：３３．８クビ １６．７�

４４ � リザーブカード 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４８６－ ２１：３３．９	 ４６．７�
６７ タガノバスティーユ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 静内 桜井牧場 ５１４＋ ２１：３４．１１� ９．３	
７１０ アドマイヤディーノ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４６８－ ４ 〃 ハナ １１．６

８１２
 ドラゴンウェルズ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二窪田 芳郎氏 藤原 英昭 米 Kilroy Thorough-

bred Partnership ４８６＋ ２１：３４．４１� ６．０�
８１１� ブラックシャドウ 牡３青 ５６ 後藤 浩輝田畑 法賢氏 田中 清隆 新冠 川上 悦夫 ５０８－１２１：３４．６１� ６１．５�
２２ 
 トーヨーエーピー 牡３芦 ５６ 田中 勝春�トーヨークラブ 成島 英春 米

David Houchin, Mrs. J.
G. Jones Sr. & Eleanor
Drake Rose Trust

４９０－ ２１：３５．０２	 ６８．５
５６ � クレスコワンダー 牡３栗 ５６ 北村 宏司堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４７２－１０１：３５．６３	 ２２９．１�
５５ � レッドスプレンダー 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎 �キャロットファーム 小島 太 早来 ノーザンファーム ４６６± ０１：３７．５大差 ３７．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ８７，９７４，０００円 複勝： １１０，３００，１００円 枠連： ９６，３５２，４００円

普通馬連： ６２７，１８９，８００円 馬単： ４１８，９９９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １１５，３５４，６００円

３連複： ４４２，１５７，６００円 ３連単： １，１４７，３９５，７００円 計： ３，０４５，７２３，５００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ３５０円 � １５０円 枠 連（１－７） ８３０円

普通馬連 �� ２，８００円 馬 単 �� ３，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� ２４０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ３，８９０円 ３ 連 単 ��� ２０，２２０円

票 数

単勝票数 計 ８７９７４０ 的中 � ３６８８２２（１番人気）
複勝票数 計１１０３００１ 的中 � ３７４０３０（１番人気）� ５０４４６（７番人気）� １９１６１６（２番人気）
枠連票数 計 ９６３５２４ 的中 （１－７） ８６１７２（３番人気）
普通馬連票数 計６２７１８９８ 的中 �� １６５８５５（１１番人気）
馬単票数 計４１８９９９３ 的中 �� ８１６４５（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１５３５４６ 的中 �� ２８３６１（１１番人気）�� １４４３９７（１番人気）�� １９２６４（１６番人気）
３連複票数 計４４２１５７６ 的中 ��� ８３９６４（１２番人気）
３連単票数 計１１４７３９５７ 的中 ��� ４１８９８（６５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．２―１１．４―１１．８―１１．７―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３４．６―４６．０―５７．８―１：０９．５―１：２１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．７

３ ９，４－（５，１，１０，１２）（２，８）（３，１１）７－６
２
４

・（５，９）（１，４，１０）（８，１２）２，３，１１，７＝６・（９，４）（１０，１２）１（８，１１）（３，７）（５，２）－６
勝馬の
紹 介

�マイネルスケルツィ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００５．１０．９ 東京２着

２００３．２．１７生 牡３鹿 母 ア ラ デ ヤ 母母 Fair Shirley ７戦３勝 賞金 ８６，２２１，０００円
〔発走状況〕 クレスコワンダー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 リザーブカード号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。

ロジック号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔調教再審査〕 クレスコワンダー号は，発走調教再審査。
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりマイネルスケルツィ号・ファイングレイン号・ロジック号は，NHKマイルカップ（GⅠ）競走に優先出走でき
る。
※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。



０８０６０ ４月８日 晴 稍重 （１８中山３）第５日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１５分 （ダート・右）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．３．１１以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１
着馬は２�増
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

２３ � カリスマサンキセキ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘畔柳 年言氏 崎山 博樹 様似 小田 誠一 ５０６－１２１：１１．０ ２．８�

５９ � スナークタイガー 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己杉本仙次郎氏 中竹 和也 米 John D.
Murphy ４８６－ ４１：１１．２１	 ４．１�

８１６ ダンシングホーク 牡７黒鹿 ５７
５４ ▲千葉 直人�サンコウ牧場 柴崎 勇 静内 サンコウ牧場 ５１０± ０１：１１．６２
 ８９．２�

４８ � ナムラハトル 牝５芦 ５５ 武 幸四郎奈村 信重氏 田村 康仁 静内 片岡 博 ５００＋ ４ 〃 ハナ ３２．６�
２４ タマモハイテンポ 牡７黒鹿５７ 松岡 正海タマモ� 清水 英克 静内 曾我 博 ４６２－１４１：１１．８１ ３３．６�
１１ ハニーハント 牝５栗 ５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４３２－ ２ 〃 クビ １２．３	
８１５ カネスベネフィット 牝５栗 ５５ 勝浦 正樹杉澤 光雄氏 根本 康広 浦河 福田牧場 ４７８± ０１：１１．９クビ ２３．５

４７ � ブルーチェイサー 牝５黒鹿５５ 小野 次郎篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４７２＋ ２１：１２．０
 ２４．５�
７１３� セトモモチャン 牝４栃栗５５ 後藤 浩輝難波 経雄氏 西園 正都 門別 千葉飯田牧場 ４９０－ ２１：１２．１
 ２８．４�
３６ � キャンディッド 牡６鹿 ５７ 郷原 洋司山本 武司氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ５３２＋ ６ 〃 アタマ １３３．４
１２ � プレンティスピード 牡４栗 ５７

５４ ▲吉田 隼人鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 ビツグレツドフアーム B４５６＋ ５１：１２．３１	 １３４．６�
６１２ トウショウヴォイス 牡４黒鹿５７ 坂井 英光トウショウ産業� 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ ３２．８�
（大井）

６１１� トーセンフレンド 牡７黒鹿５７ 内田 博幸島川 �哉氏 萩原 清 浦河 猿橋 義昭 ４９２＋ ２１：１２．６２ ８．０�
（大井）

３５ � ハクリュウタケフジ ７鹿 ５７ 田中 剛竹内ヤス子氏 佐々木亜良 三石 山野 明良 ４８２－ ６１：１２．７� １９１．８�
７１４ マイネルクオリティ 牡７芦 ５７ 梶 晃啓 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 保田 一隆 静内 ビツグレツドフアーム ５０６＋ ２１：１２．８クビ ７８．８�
５１０�� ワイルドソニック 牡４栗 ５７ 北村 宏司細谷 典幸氏 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ５１２－ ２１：１２．９� ５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，５１１，０００円 複勝： ３９，５６２，２００円 枠連： ５７，６３６，０００円

普通馬連： ２１９，５９０，８００円 馬単： １５２，６４４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，０５２，６００円

３連複： １８８，７２６，７００円 ３連単： ４５７，０６８，９００円 計： １，１９４，７９２，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ２，３８０円 枠 連（２－５） ３２０円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ４，０６０円 �� ６，８７０円

３ 連 複 ��� １５，２３０円 ３ 連 単 ��� ４９，６００円

票 数

単勝票数 計 ３１５１１０ 的中 � ９１３２５（１番人気）
複勝票数 計 ３９５６２２ 的中 � １０５４７８（１番人気）� ７９２７８（２番人気）� ２５１７（１５番人気）
枠連票数 計 ５７６３６０ 的中 （２－５） １３６２８５（１番人気）
普通馬連票数 計２１９５９０８ 的中 �� ３４６５８２（１番人気）
馬単票数 計１５２６４４３ 的中 �� １２７４３９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８０５２６ 的中 �� ６５５２７（１番人気）�� ２５３９（４５番人気）�� １４８９（６３番人気）
３連複票数 計１８８７２６７ 的中 ��� ９１５０（５０番人気）
３連単票数 計４５７０６８９ 的中 ��� ６８０１（１３７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．３―１２．０―１１．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．１―４６．１―５８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３６．９
３ ・（３，１３）９（１，７，１４，１５）１０（１６，８）（５，４，１１）６，１２，２ ４ ３，１３，９，７（１，１４，１５）－（１６，１０）（４，８）５（６，１１）（２，１２）

勝馬の
紹 介

�カリスマサンキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００３．１１．１ 京都３着

２００１．２．２３生 牡５鹿 母 ユーワサブリア 母母 ヒマラヤアタツクー ２９戦４勝 賞金 ７０，７８０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ウエスタンウッズ号・グラスウェーブ号・コウジンアルス号・バーズアイ号
※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。



（１８中山３）第５日 ４月８日（土曜日） 晴時々曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６４頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２７９，０１０，０００円
１５，１１０，０００円
２１，２２０，０００円
６８０，０００円
８００，０００円
２，１６０，０００円
２９，０６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，０７３，０００円
４，９０１，８００円
１，６５６，４００円

勝馬投票券売得金
３５５，１４６，４００円
４３１，０７７，７００円
４５０，２６９，３００円
１，９５７，８３２，６００円
１，５９５，３０２，５００円
４３０，３９１，２００円
１，８１２，１９７，７００円
２，４３６，８１８，８００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ９，４６９，０３６，２００円

総入場人員 ２８，６２８名 （有料入場人員 ２６，９９０名）




