
０８０４９ ４月７日 晴 稍重 （１９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）

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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

６１２ ピンククラウド 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介星野 壽市氏 手塚 貴久 静内 桜井牧場 ４９８± ０１：１４．３ ４．８�

８１５ リワードマナキン 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝宮崎忠比古氏 田中 清隆 新冠 越湖牧場 B４６０＋１０１：１４．４� ２１．４�
５９ �� アリマエンプレス 牝３栗 ５４ 蛯名 正義有馬 博文氏 加藤 和宏 青森 大西興産 ４４８＋ ６１：１４．６１� ２．９�
５１０ スギノマリアージュ 牝３鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ４１２ ―１：１４．８１� ２０．６�
６１１� テンジンイナバウア 牝３鹿 ５４ 田中 剛�テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４３８＋ ４１：１５．１２ ４２．０�
７１３� トウカイサクラ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司内村 正則氏 成島 英春 浦河 日田牧場 ４７６ ―１：１５．２クビ ３．９�
１２ � スマートキャピタル 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一大川 徹氏 佐々木亜良 門別 藤本 友則 ４１４－ ４ 〃 ハナ １７．８	
３６ � グランドアワード 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎
グランド牧場 二本柳俊一 静内 グランド牧場 ４７６＋１０１：１５．９４ ９０．４�
４７ シルバーゴブレット 牝３栗 ５４ 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 裕 門別 加藤牧場 ４６２－ ８ 〃 クビ ２０７．０�
２４ ワンモアキッス 牝３青鹿５４ 川田 将雅森 保彦氏 栗田 博憲 静内 曾田農園 ４３６－ ４１：１６．０� ２２．４
４８ シャドウブーケ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春飯塚 知一氏 小笠 倫弘 浦河 成隆牧場 ４３４－ ４１：１６．３１� ７．５�
７１４� ジュエリーチェリー 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹チエリー商事� 嶋田 功 三石 大塚牧場 ４５６－ ２１：１６．６１� ２２．９�
３５ � ミリオンバンブー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人後藤 繁樹氏 小林 常泰 静内 曾田農園 ４７４ ―１：１７．５５ １０２．５�
２３ � シ ノ チ ャ ン 牝３青 ５４ 松岡 正海 �ローレルレーシング 相沢 郁 新冠 セントラルスタツド ３７２ ―１：１７．６クビ ６９．６�
１１ ノアウインザー 牝３栗 ５４ 郷原 洋司佐山 公男氏 郷原 洋行 鵡川 エスティウィ

ンファーム ４６４＋ ２ 〃 ハナ １６１．３�
８１６� スターリーワルツ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一飯田 正氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ３９４＋ ４１：１７．８１� ４６５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，７８０，１００円 複勝： １７，８９３，４００円 枠連： ２０，０６３，５００円

普通馬連： ６７，８３４，１００円 馬単： ５９，８２２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３９９，２００円

３連複： ８８，４８１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２８８，２７４，０００円

払 戻 金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２１０円 � ４４０円 � １３０円 枠 連（６－８） ３，８９０円

普通馬連 �� ５，３９０円 馬 単 �� ９，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２５０円 �� ３６０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ３，７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５７８０１ 的中 � ２６３４９（３番人気）
複勝票数 計 １７８９３４ 的中 � ２０１５３（４番人気）� ７３１８（７番人気）� ５６６４８（１番人気）
枠連票数 計 ２００６３５ 的中 （６－８） ３８１４（１５番人気）
普通馬連票数 計 ６７８３４１ 的中 �� ９２９１（２０番人気）
馬単票数 計 ５９８２２６ 的中 �� ４７０２（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３９９２ 的中 �� ３３７１（１６番人気）�� １３９９３（２番人気）�� ５８１２（８番人気）
３連複票数 計 ８８４８１１ 的中 ��� １７５２５（９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．９―１２．５―１２．９―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．５―３５．４―４７．９―１：００．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピンククラウド �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Gulch デビュー ２００６．１２．１０ 中山６着

２００４．４．１７生 牝３鹿 母 カチェクリーク 母母 Find Happiness ５戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔制裁〕 ミリオンバンブー号の騎手的場勇人は，４コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。



０８０５０ ４月７日 晴 稍重 （１９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

６１０ トーセンゴライアス 牡３芦 ５６ 北村 宏司島川 �哉氏 増沢 末夫 千歳 社台ファーム ５５０－１２１：５６．７ １．４�

３３ �� ウザンケヤキオー 牡３黒鹿５６ 松岡 正海棚網るみ子氏 菊川 正達 浦河 辻 牧場 ４８２－１２１：５７．３３� １６．３�
５８ � デュアルボーイ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 新冠 渕瀬フアーム B４６４± ０１：５８．３６ ２５．７�
４５ �� コスモファルバラン 牡３鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 秋山 雅一 三石 坂本牧場 ４６４－ ２１：５８．４� ４．５�
５７ � アイアムアスリーダ 牡３栗 ５６ 菅原 勲堀 紘一氏 奥平 雅士 早来 ノーザンファーム ４８０ ―１：５８．９３ １６３．７�

（岩手）

６９ ニチリンサンカ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一岡田 勇氏 加賀 武見 様似 �村 伸一 ４９２－ ４ 〃 ハナ １８４．６	
７１１ ホ マ レ ブ ロ 牡３芦 ５６ 田中 勝春本間 茂氏 古賀 慎明 青森 太田ファーム ４８６± ０１：５９．６４ ２７０．９

４６ � ティティボス 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太冨塚 善三氏 斎藤 誠 門別 坂戸 節子 ４８６－ ４ 〃 クビ ２５．８�
８１４� マイネルティーダ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 浦河 高昭牧場 ４９２± ０２：００．２３� １４２．５
２２ ミヤビブライアン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一村上 義勝氏 戸田 博文 様似 様似渡辺牧場 ４７６＋ ２２：００．６２� １０５．０�
８１３ デ ィ テ ス タ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘桐谷 茂氏 萱野 浩二 浦河 帰山 清貴 ５０２ ―２：００．７クビ ２５．２�
７１２ ブルーカルミネイト 牝３鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人 �荻伏レーシング・クラブ 小西 一男 門別 藤本 直弘 ４４４－ ６２：０１．０１� ２５８．０�
３４ ディーエスバートン 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 門別 本間牧場 ４４８ ―２：０１．１� １０２．３�
１１ ショウナンライジン 牡３芦 ５６ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４９８＋ ４２：０１．７３� １６．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，２４９，４００円 複勝： ２３，５１３，０００円 枠連： ２５，４１５，３００円

普通馬連： ８０，２４４，０００円 馬単： ９５，６３２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，０８９，０００円

３連複： １０２，１０５，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３７０，２４８，８００円

払 戻 金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � ２９０円 枠 連（３－６） ５９０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ４００円 �� １，７５０円

３ 連 複 ��� ２，６００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９２４９４ 的中 � １１５４３９（１番人気）
複勝票数 計 ２３５１３０ 的中 � １０５４８７（１番人気）� １７０６７（３番人気）� １３３９１（５番人気）
枠連票数 計 ２５４１５３ 的中 （３－６） ３１８９９（２番人気）
普通馬連票数 計 ８０２４４０ 的中 �� ８０２８５（２番人気）
馬単票数 計 ９５６３２９ 的中 �� ８１４３８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４０８９０ 的中 �� １８６９２（２番人気）�� １５４０７（３番人気）�� ３００２（１４番人気）
３連複票数 計１０２１０５２ 的中 ��� ２９０１４（６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１３．０―１３．３―１３．２―１２．９―１３．４―１３．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３７．３―５０．６―１：０３．８―１：１６．７―１：３０．１―１：４３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F４０．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

トーセンゴライアス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．２．４ 東京２着

２００４．４．３生 牡３芦 母 クイーンソネット 母母 エイプリルソネット ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 マイネルティーダ号は，平成１９年５月７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７日 晴 稍重 （１９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

６８ � ノーリプライ 牡３芦 ５６ 横山 典弘�瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：１３．１ ３．５�

１１ � ダノンフレンドリー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝�ダノックス 萩原 清 米 Dean Green-
wood LLC ５１０ ―１：１３．３１� ２．６�

５５ � セクシーザムライ 牝３栗 ５４ 武 豊�コオロ 萱野 浩二 米 Payson
Stud Inc ４５６＋１４１：１３．４	 ５．３�

７９ 
 ギルティストライク 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己 �ノースヒルズマネ
ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８＋ ４ 〃 クビ ５．０�

６７ タケイチバン 牡３鹿 ５６ 小林 淳一大湯 幸栄氏 岩城 博俊 浦河 向別牧場 ５０２＋ ８１：１４．４６ ５３．０�
７１０ アマミスウィフト 牡３鹿 ５６ 松岡 正海鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４２６－ ２１：１４．７２ １６．０	
８１１
 キョクイチドラマ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 沖田 忠幸 ４２４－１０１：１４．８クビ ５４．３

８１２
 ユウターロード 牡３鹿 ５６ 北村 宏司上山 利広氏 嶋田 功 新冠 小田 健一 ４５８－ ４ 〃 クビ １３．６�
２２ 
 ダニエルシチー 牡３青鹿５６ 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 加賀 武見 門別 幾千世牧場 ５０２－ ２１：１５．８６ ２３３．０�
３３ 
 ジーガーウイング 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�ジーガー 根本 康広 新冠 須崎牧場 ４９６ ―１：１６．３３ １３９．２
４４ インペリアルスター 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹佐藤 清氏 中野 隆良 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４６２± ０ 〃 クビ ２３４．６�

（１１頭）
５６ タイブライアン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�名鯛興業 加藤 敬二 新冠 メイタイ牧場 ４８２－１４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２２，４４１，９００円 複勝： ２８，４８５，１００円 枠連： ２４，９９２，８００円

普通馬連： ８３，１０８，５００円 馬単： ７９，３３３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，２２１，４００円

３連複： １０８，７６５，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３６８，３４８，４００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � １６０円 枠 連（１－６） ６５０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ２８０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ８９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２２４４１９（返還計 ７２３） 的中 � ５１８９４（２番人気）
複勝票数 差引計 ２８４８５１（返還計 １６５６） 的中 � ５４０８８（２番人気）� ４８７６５（３番人気）� ４８３６１（４番人気）
枠連票数 差引計 ２４９９２８（返還計 ７３６） 的中 （１－６） ２８５５４（４番人気）
普通馬連票数 差引計 ８３１０８５（返還計 １２３０６） 的中 �� ９３６９０（１番人気）
馬単票数 差引計 ７９３３３６（返還計 １０４０３） 的中 �� ４０５１１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２１２２１４（返還計 ５００４） 的中 �� １７８７３（３番人気）�� １９３７２（２番人気）�� １３７０４（６番人気）
３連複票数 差引計１０８７６５１（返還計 ２９２１２） 的中 ��� ９１００６（３番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．８―１２．７―１２．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．３―３５．１―４７．８―１：００．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．８―３F３８．０
３ ・（１，７）９（５，１２）１０，８－（３，１１）４－２ ４ ・（１，７）９（５，１２）（８，１０）＝１１（３，４）２

勝馬の
紹 介

�ノーリプライ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１１．５ 東京２着

２００４．３．３１生 牡３芦 母 アイシーサイレンス 母母 アイシーゴーグル ３戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔競走除外〕 タイブライアン号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔３走成績による出走制限〕 インペリアルスター号は，平成１９年５月７日まで平地競走に出走できない。
※タイブライアン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０８０５２ ４月７日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（１９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，１８．４．８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

８１３� ハイヤーザンヘブン 牡６黒鹿６０ 金子 光希関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４７０＋ ８３：３５．１ ７．７�

８１２� ミヤビペルセウス 牡７栗 ６０ 穂苅 寿彦村上 義勝氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４９０＋ ８３：３５．３１� １５３．１�
１１ � マチカネリュウセイ 牡８芦 ６０ 宗像 徹細川 益男氏 宗像 義忠 米 Dr. D. W.

Frazier ５４２＋ ６ 〃 ハナ ４．７�
６８ � オンワードタイタン 牡５黒鹿６０ 横山 義行�オンワード牧場 阿部 新生 新冠 高橋 忍 ４６８－ ４３：３６．２５ １．８�
３３ �� グランドシャワー 牝４鹿 ５７ 柴田 未崎栗嶋 豊明氏 郷原 洋行 早来 吉田牧場 ４７０＋ ６３：３６．８３� １４．５�
２２ � アドニスシチー 牡７栗 ６１ 五十嵐雄祐 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 門別 鹿戸 正幸 ４６２－１２ 〃 ハナ ２６．２�
５７ 	 ト モ ク ン 牡７青鹿６０ 田中 剛加賀 章氏 清水 美波 浦河 向別牧場 ４６８－ ２３：３７．２２� ３８．１	
７１１�� マチカネビシャモン 
８芦 ５９ 矢原 洋一細川 益男氏 伊藤 正徳 愛

Spectrum
Bloodstock S.
A. and Samac

４８０－ ４３：３８．２６ ２１７．３

７１０ アートレータ 牡８鹿 ５９ 山本 康志伊達 秀和氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４４６－ ２３：３８．５２ ８０．３�
４４ �	 クリノセレブオー 牡６鹿

６０
５７ ▲千葉 直人栗本 博晴氏 小島 茂之 浦河 佐々木 恵一 ５０２＋ ４ 〃 ハナ ３８．５�

５６ � シャフツベリー 牡８鹿 ６０ 浜野谷憲尚ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ５００－ ６３：３８．６� １４．８�
４５ 	 テンザンダンディー 牡６栃栗６０ 出津 孝一平野 三郎氏 岩元 市三 早来 ノーザンファーム ５０４－ ８３：３８．９２ １１．０�
６９ �	 ジェイケイテイオー 
９鹿 ５９ 平沢 健治小谷野次郎氏 坂本 勝美 白老 白老ファーム ４４４＋ ４ （競走中止） ４８．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，１０８，４００円 複勝： １６，１５９，９００円 枠連： ２３，６８４，０００円

普通馬連： ６５，１１２，４００円 馬単： ６４，８１３，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６０９，４００円

３連複： ９１，８６０，４００円 ３連単： 発売なし 計： ２９４，３４８，４００円

払 戻 金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２７０円 � ２，４６０円 � ２１０円 枠 連（８－８） ２８，８００円

普通馬連 �� ２４，０６０円 馬 単 �� ４３，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，４３０円 �� ５６０円 �� ５，９５０円

３ 連 複 ��� ３７，４２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５１０８４ 的中 � １５６５１（３番人気）
複勝票数 計 １６１５９９ 的中 � １６４４０（３番人気）� １３４６（１２番人気）� ２４２２６（２番人気）
枠連票数 計 ２３６８４０ 的中 （８－８） ６０７（３１番人気）
普通馬連票数 計 ６５１１２４ 的中 �� １９９８（４６番人気）
馬単票数 計 ６４８１３９ 的中 �� １０９７（８４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６０９４ 的中 �� ６４４（５１番人気）�� ８４５８（６番人気）�� ６９７（４９番人気）
３連複票数 計 ９１８６０４ 的中 ��� １８１２（９２番人気）

上り １マイル １：４７．６ ４F ５１．９－３F ３９．１
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

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

勝馬の
紹 介

�ハイヤーザンヘブン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Cryptoclearance デビュー ２００３．９．２８ 中山１着

２００１．３．２０生 牡６黒鹿 母 クリプトコンデッサ 母母 Condessa 障害：９戦２勝 賞金 ３６，６００，０００円
〔競走中止〕 ジェイケイテイオー号は，２周目５号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 グランドシャワー号の騎手柴田未崎は，２周目４コーナーでの御法（内柵に接触した）について戒告。
〔その他〕 グランドシャワー号は，２周目４コーナーで内側に逃避しようとしたことについて調教注意。



０８０５３ ４月７日 晴 良 （１９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

７１４� トップウィーク 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己横瀬 兼二氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５４０－ ８２：０２．１ １．７�

４８ � マイネルモデルノ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ４８４± ０２：０２．２� １０．１�

７１３� サンワードブル 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝古谷 敏明氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４３８－ ６２：０２．５１� ５１．８�
７１５�� タイムズスクェア 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義臼倉 勲氏 田中 清隆 新冠 村上牧場 ５２０＋ ２２：０２．７１ ７．９�
８１６�� アドマイヤヒビキ 牡３青鹿５６ 横山 典弘近藤 利一氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４６０＋ ２２：０２．９１	 １８．６�
５９ � ナショナルホリデー 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ５０６ ― 〃 ハナ ７５．４	
１１ コスモウィザード 牡３黒鹿５６ 武 豊 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム ４４４－ ４２：０３．３２	 ４．０

５１０� ビーモブホープ 牝３栗 ５４ 江田 照男村上 芳明氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 ３９４－１４ 〃 ハナ １７１．２�
１２ � ラ フ ォ ン テ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司片山 博志氏 佐藤 吉勝 浦河 安藤牧場 ４９４－ ６２：０３．５１
 １３７．９�
２４ � ガ ラ ン 牡３栗 ５６ 池添 謙一門野 重雄氏 小西 一男 米 Cobra Farm ４７２－ ４ 〃 ハナ ４２．５
４７ � リバーアンダルシア 牡３栗 ５６ 郷原 洋司河越 武治氏 郷原 洋行 門別 丹羽牧場 ４８４＋ ８２：０３．６	 １１２．３�
６１２� スズガバナンス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春小紫 芳夫氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム B５０６－ ６２：０３．８１
 ４３．４�
８１７ マイネルアラジン 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４６４－ ６２：０３．９	 ２３４．２�
３５ � トウカイマックス 牡３鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人内村 正則氏 成島 英春 浦河 岡部牧場 ４４８－ ４ 〃 ハナ ３３７．６�
８１８� マイネルソルダネラ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 平井 雄二 門別 碧雲牧場 ４６２－ ４２：０４．０	 ２２８．７�

２３ � ストレートブラスト 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一セゾンレースホース� 高木 登 厚真 阿部 栄乃進 ４１８＋１４２：０４．２１
 ３１３．８�
６１１� トーセンカリスマ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５６６ ―２：０４．５２ ５４．１�
３６ � エクセレントプラン 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥岡田 牧雄氏 高橋 義博 静内 岡田スタツド ４０２－ ４２：０５．０３ ３１０．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，００２，１００円 複勝： ３０，３１３，３００円 枠連： ３３，２３９，５００円

普通馬連： ９３，７８９，１００円 馬単： ９８，５５２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，７９９，１００円

３連複： １２７，７３９，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４３６，４３５，５００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � ２８０円 � ９３０円 枠 連（４－７） ５９０円

普通馬連 �� ９３０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １，６３０円 �� ４，８５０円

３ 連 複 ��� １３，２９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６００２１ 的中 � １２２２１７（１番人気）
複勝票数 計 ３０３１３３ 的中 � １１９９８８（１番人気）� ２１５５８（４番人気）� ５１０６（９番人気）
枠連票数 計 ３３２３９５ 的中 （４－７） ４２１５９（２番人気）
普通馬連票数 計 ９３７８９１ 的中 �� ７５０８０（３番人気）
馬単票数 計 ９８５５２６ 的中 �� ５８９０８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６７９９１ 的中 �� １８２２４（３番人気）�� ３８７５（１４番人気）�� １２６２（３６番人気）
３連複票数 計１２７７３９８ 的中 ��� ７０９６（３２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．９―１２．７―１３．０―１３．０―１３．２―１１．８―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．１―３５．０―４７．７―１：００．７―１：１３．７―１：２６．９―１：３８．７―１：５０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．２
１
３

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

２
４

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

�トップウィーク �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Nureyev デビュー ２００７．３．２４ 中山３着

２００４．３．６生 牡３鹿 母 セニョラージェ 母母 Suavite ２戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔発走状況〕 コスモウィザード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



０８０５４ ４月７日 晴 稍重 （１９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）

牝，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

６１１�� タンティモール 牝３鹿 ５４ 江田 照男吉田 和美氏 奥平 雅士 門別 石原牧場 ５００± ０１：１２．１ ５．１�

８１６ スズノメヒョー 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義小紫 芳夫氏 伊藤 正徳 早来 ノーザンファーム ４７０－ ４１：１２．４２ １１．４�
２４ リボンノキシ 牝３青 ５４ 横山 典弘森岡 一郎氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４４２－ ２１：１２．５� ２．２�
３６ � サニーラブカフェ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４７６＋ ８１：１２．６� ５４．３�
４８ � ゴールドエンジェル 牝３芦 ５４ 菅原 勲�協栄 中島 敏文 様似 猿倉牧場 ４４６－ ２１：１２．７クビ ５９．１�

（岩手）

３５ � ミキノモナコ 牝３栗 ５４ 西田雄一郎谷口 久和氏 保田 一隆 三石 久米 和夫 ４４２－ ２ 〃 アタマ １０．０�
５９ ラ イ カ ー ト 牝３芦 ５４ 松岡 正海 	社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ２１：１２．９１ １６．７

１２ � サクラワイズ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ４７６＋ ２１：１３．１１ ９．０�
１１ �� モンテグリーン 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介毛利 喜昭氏 田村 康仁 浦河 富田牧場 ４６２± ０１：１３．２� １３４．９�
６１２� ワルキューレ 牝３青 ５４ 田中 勝春岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 ４７８－１４１：１３．４１� ８．７
２３ スウィープユアラヴ 牝３芦 ５４ 柴山 雄一臼田 浩義氏 清水 英克 千歳 社台ファーム ４３２± ０１：１３．５� ３０７．６�
５１０ ヴィヴァーチェ 牝３鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥 	荻伏服部牧場 小島 茂之 浦河 荻伏服部牧場 ４４２－ ６１：１４．１３� ６２．６�
７１３	 トミノクラッシック 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹富岡 喜平氏 星野 忍 静内 富岡 廣光 ４２２± ０１：１４．２� ４０２．９�
７１４�	 トーホウタンゴ 牝３栗

５４
５１ ▲千葉 直人東豊物産� 田中 清隆 門別 長谷川 一男 ４３２－ ６１：１４．６２� ４７３．１�

８１５� クレープシュゼット 牝３栗 ５４ 武 豊	ターフ・スポート鈴木 康弘 浦河 酒井牧場 ４９０－ ６ 〃 ハナ １８．１�
４７ スキャットナンバー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊富岡 喜平氏 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４３２± ０ 〃 クビ ４０９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，５５６，０００円 複勝： ３３，２５９，５００円 枠連： ３４，０３５，８００円

普通馬連： １００，４７４，６００円 馬単： ８４，６２９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，２０９，８００円

３連複： １１２，０５１，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４１８，２１７，０００円

払 戻 金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １６０円 � ２５０円 � １３０円 枠 連（６－８） ９２０円

普通馬連 �� ３，１５０円 馬 単 �� ５，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１８０円 �� ３３０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ３，３６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７５５６０ 的中 � ４３０１３（２番人気）
複勝票数 計 ３３２５９５ 的中 � ５８３１９（２番人気）� ２６５０６（５番人気）� ８２８７６（１番人気）
枠連票数 計 ３４０３５８ 的中 （６－８） ２７５６４（２番人気）
普通馬連票数 計１００４７４６ 的中 �� ２３５６１（１４番人気）
馬単票数 計 ８４６２９７ 的中 �� １０５６６（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６２０９８ 的中 �� ５０４２（１６番人気）�� ２２３２７（１番人気）�� ８０４９（１１番人気）
３連複票数 計１１２０５１６ 的中 ��� ２４６２２（７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．５―１２．２―１２．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．３―４６．５―５９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３７．８
３ ２，１０（３，１１）（４，１６）１２（９，１４，１５）（６，５，７）１３，８－１ ４ ・（２，１０）１１，１６，３，４－１２（１４，１５）（９，５）（６，８）（１，７）１３

勝馬の
紹 介

�
�
タンティモール �

�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Fappiano デビュー ２００７．３．１７ 中山１着

２００４．３．３生 牝３鹿 母 スターショウ 母母 Meteor Dancer ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
※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 マルヨカレッジ号
※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。



０８０５５ ４月７日 晴 稍重 （１９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）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

７８ � ヘイアンルモンド 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己荻原 昭二氏 松山 康久 追分 追分ファーム ５１０－ ２１：５５．４ ３．２�

６６ サクセスガーウィン 牡４鹿 ５７ 川田 将雅�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 笠松牧場 B４８４＋ ２１：５５．５� １５．３�
２２ 	 ドノバンシチー 牡４栗 ５７ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 米 John

O’Meara ４９０± ０ 〃 クビ ２．０�
７９ 
 カオリエスペランサ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春川畑 �司氏 武市 康男 青森 大須賀牧場 B５５４－ ６１：５６．０３ １７．３�
３３ 	 アイアムザスター 牡５鹿 ５７ 武 豊堀 紘一氏 杉浦 宏昭 米 Twin Creeks

Farm ５１４－ ４１：５６．１クビ ５．８�
５５ ウイニングヒット 牡４鹿 ５７ 北村 宏司芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 浦河 日向牧場 ４５４－ ６１：５６．４１� １２．８	
４４ � トーアアストラエア 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹東亜駿馬� 中川 公成 豊浦トーア牧場 ４７４＋ ４１：５７．２５ ２６８．９

１１ トウショウコーラル 牡８芦 ５７ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内トウショウ牧場 ５０２＋ ２ 〃 アタマ ９５．７�
６７ マイネルカルディア 牡４鹿 ５７ 菅原 勲 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 坂本 勝美 静内 マギーファーム ４７８－ ６１：５７．７３ ５１．２�
（岩手）

８１０	 グランレーヴ 牡４鹿 ５７ 村田 一誠前田 幸治氏 古賀 史生 米 Tim Thornton &
Brereton C. Jones ５１８＋ ４ 〃 アタマ ３２３．５

８１１
� トウカイクルーズ 牡６鹿
５７
５４ ▲千葉 直人内村 正則氏 成島 英春 門別 碧雲牧場 B４９６－ ６１：５７．８クビ １１４．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２８，４８３，９００円 複勝： ２８，８１０，７００円 枠連： ２４，７０４，２００円

普通馬連： １０３，９２７，８００円 馬単： １０４，２３８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，４４０，９００円

３連複： １１９，００８，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４３４，６１４，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � ２６０円 � １２０円 枠 連（６－７） １，１９０円

普通馬連 �� １，６２０円 馬 単 �� ２，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� １５０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，０９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８４８３９ 的中 � ７２３６０（２番人気）
複勝票数 計 ２８８１０７ 的中 � ６３６９７（２番人気）� １８５４９（６番人気）� ８９９３４（１番人気）
枠連票数 計 ２４７０４２ 的中 （６－７） １５４０２（５番人気）
普通馬連票数 計１０３９２７８ 的中 �� ４７５６４（７番人気）
馬単票数 計１０４２３８６ 的中 �� ２７８０８（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５４４０９ 的中 �� １０３８０（６番人気）�� ６０２７２（１番人気）�� １０１８１（７番人気）
３連複票数 計１１９００８４ 的中 ��� ８０５９６（３番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．６―１３．５―１３．５―１３．０―１２．４―１２．５―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．４―３８．９―５２．４―１：０５．４―１：１７．８―１：３０．３―１：４２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．６
１
３
３，６（２，８）（１，５，９）（４，７，１０）１１
３（６，８，９）２－（４，１，１０）（５，１１）－７

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

勝馬の
紹 介

�ヘイアンルモンド �
�
父 Kingmambo �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００６．５．６ 東京１着

２００３．２．１３生 牡４鹿 母 レッドキャット 母母 Lady Sharp ８戦２勝 賞金 ２０，０４０，０００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。



０８０５６ ４月７日 晴 稍重 （１９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）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

７１０ オンシジューム 牝４栗 ５５
５２ ▲的場 勇人 �キャロットファーム 秋山 雅一 白老 白老ファーム B４３２＋ ２１：１２．５ ２．１�

３３ リンクスクイン 牝５黒鹿５５ 武 豊荻野 猛夫氏 西塚 安夫 門別 田端牧場 ４５２－ ２１：１２．７１� ３．４�
６８ ジェイケイボストン �４黒鹿５７ 北村 宏司小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ５０２－ ４１：１２．９１� １０．８�
８１３ ストームシャドウ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ５０４－ ４１：１３．１１� ６．３�
１１ � ユーワインパルス 牡６青鹿５７ 後藤 浩輝 �ユーワライディング 武藤 善則 静内 大典牧場 ５１０＋ ４ 〃 クビ １７．８�
４５ � スイートオカリナ 牝５黒鹿５５ 西田雄一郎シンボリ牧場 境 征勝 門別 和田農林（有） ４３４＋１６１：１３．３１� １８３．２	
５７ � エイコーロマン 牡４黒鹿５７ 大庭 和弥永井 廣司氏 嶋田 功 三石 大塚牧場 ４７２＋ ２１：１３．４クビ ２７５．１

５６ �	 サ ワ ッ デ ィ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義居城 要氏 中川 公成 平取 川上 勇治 ４２８－ ２ 〃 クビ １０５．８�
４４ ブルーポラリス 牝４黒鹿５５ 鈴来 直人 �荻伏レーシング・クラブ 平井 雄二 新冠 川上牧場 ４６２＋１０１：１３．８２� １３５．８�
２２ 
 ウインブラッド 牡４鹿 ５７ 田中 勝春�ウイン 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ５６０－ ４１：１４．０１� ８．９
６９ メジロターキッシュ 牝５栗 ５５ 吉田 豊�メジロ牧場 高橋 裕 伊達 メジロ牧場 B４７４－ ４１：１４．６３� ４５．４�
８１２
	 クリノダグラス 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹栗本 博晴氏 中野渡清一 新冠 ハクツ牧場 ４５０± ０１：１４．９２ ３０４．５�
７１１	 リネンミサイル 牡４栗 ５７ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 門別 モリナガファーム ４９２± ０１：１５．５３� ２９８．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３０，４０１，９００円 複勝： ３１，５７６，４００円 枠連： ２８，７３４，６００円

普通馬連： １２２，４１３，９００円 馬単： １２０，３８９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，６０３，０００円

３連複： １４５，０８７，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５０９，２０７，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（３－７） ３１０円

普通馬連 �� ３６０円 馬 単 �� ６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ３００円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ６９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０４０１９ 的中 � １１８２４６（１番人気）
複勝票数 計 ３１５７６４ 的中 � ９９７２６（１番人気）� ６８７５７（２番人気）� ３５９１０（４番人気）
枠連票数 計 ２８７３４６ 的中 （３－７） ６８５３０（１番人気）
普通馬連票数 計１２２４１３９ 的中 �� ２５２２３２（１番人気）
馬単票数 計１２０３８９９ 的中 �� １４４８７８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０６０３０ 的中 �� ５８６２４（１番人気）�� ２３００５（４番人気）�� １６０５９（５番人気）
３連複票数 計１４５０８７３ 的中 ��� １５６７９６（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．５―１２．３―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３４．９―４７．２―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オンシジューム �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００６．１．２３ 中山４着

２００３．４．２２生 牝４栗 母 ウインフィオーレ 母母 ダイナビーム ８戦２勝 賞金 １９，８８０，０００円



０８０５７ ４月７日 曇 良 （１９中山３）第５日 第９競走 ��
��１，２００�千 葉 日 報 杯

発走１４時３０分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，１８．４．８以降１９．４．１まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

千葉日報杯（１着）
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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

１１ � プレミアムボックス 牡４鹿 ５６ 武 豊 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５０８－１０１：０８．３ １．７�

８１３� レオハスラー 牡６鹿 ５７ 村田 一誠�レオ 萱野 浩二 静内 岡田スタツド ５２０－ ２１：０８．４� ９．２�
３３ � クラシカルウィーク 牡６栗 ５４ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 田村 康仁 早来 ノーザンレーシング ４８４－ ２ 〃 アタマ ２５．０�
４４ � レインボーロマンス 牝６鹿 ５２ 後藤 浩輝 �賀張中川牧場 佐々木亜良 門別 賀張中川牧場 ４６２± ０ 〃 クビ ３６．７�
２２ � ホウライウォニング 牡７鹿 ５４ 池添 謙一橋元 幸平氏 南井 克巳 門別 福満牧場 B４９８－ ６１：０８．７１� ５６．４�
５６ 	 コアレスストーム 牡４鹿 ５５ 勝浦 正樹小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ５１６＋ ２１：０８．８� １６．４	
７１１ シュウザンジャンプ 牡４鹿 ５４ 北村 宏司平 光良氏 保田 一隆 門別 沖田牧場 ４７６－ ４１：０８．９
 ３８．３

５７ トウショウアタック 牡５栗 ５３ 郷原 洋司トウショウ産業� 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 B４７０＋ ２１：０９．０クビ ７８．５�
８１２	 フサイチバルドル 牡６鹿 ５６ 横山 典弘関口 房朗氏 古賀 史生 米 Claiborne

Farm ４９４＋ ６ 〃 クビ ２０．０�
６８ � ナチュラルメイク 牝５栗 ５５ 川田 将雅臼田 浩義氏 加藤 征弘 新冠 勝川牧場 ４４８± ０１：０９．１
 ５．１
４５ � ブライティアミラ 牝４鹿 ５３ 田中 勝春小林 昌志氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド ４４８＋ ４ 〃 ハナ ８．６�
７１０� エジプシャン 牝５栗 ５０ 江田 照男�バンブー牧場 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 ４１８－１４１：０９．３１� １１７．２�
６９ ピ ア ニ ス ト 牝６鹿 ５１ 大野 拓弥小田切有一氏 矢野 進 新冠 大栄牧場 ４２２＋１２１：０９．５１
 １３７．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３６，４１０，６００円 複勝： ４４，９４８，７００円 枠連： ３９，９１５，９００円

普通馬連： １７７，３２７，６００円 馬単： １３３，２９１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，２９５，８００円

３連複： １４０，０２２，３００円 ３連単： ３９０，３８２，９００円 計： １，００２，５９５，２００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � ３９０円 枠 連（１－８） ３９０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ６００円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� ３，１３０円 ３ 連 単 ��� １１，９３０円

票 数

単勝票数 計 ３６４１０６ 的中 � １７０８７５（１番人気）
複勝票数 計 ４４９４８７ 的中 � １６７２３９（１番人気）� ４３１７９（４番人気）� １９６７４（６番人気）
枠連票数 計 ３９９１５９ 的中 （１－８） ７７０５６（１番人気）
普通馬連票数 計１７７３２７６ 的中 �� ２１０８２４（２番人気）
馬単票数 計１３３２９１４ 的中 �� １１０５０２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０２９５８ 的中 �� ３５５４８（２番人気）�� １６４２６（５番人気）�� ５８９８（１８番人気）
３連複票数 計１４００２２３ 的中 ��� ３３０６５（９番人気）
３連単票数 計３９０３８２９ 的中 ��� ２４１６１（３１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．１―１１．４―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．７―４５．１―５６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３４．６
３ ・（５，６）９，１２（８，１０）（１１，１３）（３，４，７）（２，１） ４ ・（５，６）９，８，１２（３，１３）（１０，１１）（４，７）（２，１）

勝馬の
紹 介

�プレミアムボックス �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ターゴワイス デビュー ２００５．１２．１７ 中山３着

２００３．４．８生 牡４鹿 母 チャッターボックス 母母 シヤダイチヤツター ８戦３勝 賞金 ３４，９０１，０００円
※エジプシャン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０８０５８ ４月７日 曇 良 （１９中山３）第５日 第１０競走 ��
��２，２００�

わんがん

湾岸ステークス
発走１５時０５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

８１４� ユメノシルシ 牡５黒鹿５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４９８－ ４２：１４．１ ２．７�

５９ � ア ク レ イ ム 牡５鹿 ５７ 北村 宏司臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４７６－ ４ 〃 クビ ９．２�
２２ マーブルバルダー 牡７芦 ５７ 安藤 勝己下村 直氏 田所 清広 三石 三石川上牧場 ４６２－ ８２：１４．２クビ ９．８�
７１３ リキアイサイレンス 牡６鹿 ５７ 松岡 正海高山 幸雄氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 B５０２± ０２：１４．４１� ２６．６�
８１５� ユキノアサカゼ 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 白老 習志野牧場 ５１０－１４２：１４．５	 ３５．３�
３４ 
 ファイトクラブ 牡７鹿 ５７ 武 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５１０＋１６ 〃 ハナ ６．５�
６１１ エイシンニーザン 牡５栗 ５７ 蛯名 正義平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９６± ０ 〃 ハナ ６．１�
５８ � トウカイラブ 牝７鹿 ５５ 池添 謙一内村 正則氏 松元 省一 門別 福満牧場 ４８０－１０ 〃 ハナ １７．５	
３５ 
 スーパーキャノン 牡４鹿 ５７ 田面木博公星野 壽市氏 高松 邦男 様似 瀬口 信正 B４６０－ ８ 〃 クビ ４６．６

６１０� セ ン カ ク 牡５栗 ５７ 江田 照男中村 政勝氏 池上 昌弘 青森 明成牧場 ４９０－ ６２：１４．７１	 ５０．２�
４６ � マキハタサイボーグ �５鹿 ５７ 川田 将雅�槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ４９６－ ６２：１４．８クビ １０．６
４７ トーセンジョーカー 牡４栗 ５７ 田中 勝春島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ ２４．７�
１１ 
 コスモインペリアル 牡７鹿 ５７ 菅原 勲 �ビッグレッドファーム 清水 利章 様似 富田 恭司 ４９２－ ６２：１５．１１� １９３．１�

（岩手）

７１２� メジロトンキニーズ 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹�メジロ牧場 高橋 裕 伊達 メジロ牧場 ５００± ０ 〃 ハナ ２６．６�
２３  アキノレッドスター 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介穐吉 正孝氏 藤岡 健一 米 Skymarc

Farm Inc ４８６－１４２：１５．９５ ９９．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３６，６０９，２００円 複勝： ５１，００３，３００円 枠連： ５０，３５５，８００円

普通馬連： ２３７，６７１，３００円 馬単： １３９，８９１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，７１１，６００円

３連複： １９５，０８５，０００円 ３連単： ４３２，９９４，５００円 計： １，１９３，３２１，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � ２９０円 � ２９０円 枠 連（５－８） ９３０円

普通馬連 �� １，６２０円 馬 単 �� ２，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ７５０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� ５，３００円 ３ 連 単 ��� ２１，０２０円

票 数

単勝票数 計 ３６６０９２ 的中 � １１０５０９（１番人気）
複勝票数 計 ５１００３３ 的中 � １１４６５２（１番人気）� ３９９８６（５番人気）� ４１０３８（４番人気）
枠連票数 計 ５０３５５８ 的中 （５－８） ４０１４５（３番人気）
普通馬連票数 計２３７６７１３ 的中 �� １０８５７３（４番人気）
馬単票数 計１３９８９１１ 的中 �� ３９２８２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９７１１６ 的中 �� ２０４３２（３番人気）�� １６５９３（６番人気）�� ７２０７（１８番人気）
３連複票数 計１９５０８５０ 的中 ��� ２７１８２（１２番人気）
３連単票数 計４３２９９４５ 的中 ��� １５２０８（４３番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．８―１２．７―１２．９―１３．１―１２．６―１２．１―１１．７―１１．４―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．２―２４．０―３６．７―４９．６―１：０２．７―１：１５．３―１：２７．４―１：３９．１―１：５０．５―２：０２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．７―３F３５．０
１
３
５－３，１４，２，１１（９，１５）７（６，１２）（１，４）（８，１３）１０
５，３（１４，１３）（２，１５）（７，１１，９）（１，６，４）（８，１２）１０

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

勝馬の
紹 介

�ユメノシルシ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００４．１０．３１ 東京９着

２００２．２．２５生 牡５黒鹿 母 ユ メ シ バ イ 母母 ヨドセンリヨウ ２５戦５勝 賞金 ８１，６５７，０００円
〔制裁〕 ユメノシルシ号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで内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。



０８０５９ ４月７日 曇 良 （１９中山３）第５日 第１１競走 ��
��１，６００�第２５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 １，１４８，０００円 ３２８，０００円 １６４，０００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

３６ � トーホウレーサー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝東豊物産� 川村 禎彦 新冠 松本 信行 ４９８－ ８１：３３．９ ５１．１�

２３ � マイネルフォーグ 牡３鹿 ５６ 江田 照男 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 浦河 永田 克之 ４３４－ ４１：３４．１１� １１７．６�

６１２� ワールドハンター 牡３栗 ５６ 蛯名 正義青木 基秀氏 坂口 正則 米 Takao Zako ４９４－ ２ 〃 アタマ ２３．０�
７１３ スズカコーズウェイ 牡３栗 ５６ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４６４－ ２１：３４．２クビ ２．４�
１１ ヤマニンエクレール 牡３鹿 ５６ 川田 将雅土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４８４－ ４ 〃 クビ １７．９�
４７ 	� シャドウストライプ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５２４－ ４ 〃 ハナ ５．７�
３５ 	� ハロースピード 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介福島 実氏 相沢 郁 三石 山際牧場 ４３２－ ６１：３４．３
 ８．１	
５１０	 ショウワモダン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５００－ ４ 〃 クビ ２５．５

８１５ マイネルレーニア 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 静内 岡田スタツド ５０４＋ ２ 〃 ハナ ６．５�
４８ � シベリアンバード 牡３鹿 ５６ 田中 勝春藤田与志男氏 柴崎 勇 米 Three Sis-

ter Stable ４６８－ ６１：３４．４クビ １２．０�
１２ 	 グレイトフルタイム 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 社台レースホース大久保洋吉 追分 追分ファーム ５１６－ ４ 〃 クビ ７３．９�
６１１� ユーチャリス 牝３鹿 ５４ 村田 一誠 �グリーンファーム 藤岡 健一 米 Nobuo

Tsunoda ４７８± ０１：３４．５クビ ８６．８�
２４

	
�
� ボスアミーゴ 牡３芦 ５６ 菅原 勲千葉 浩氏 鈴木 七郎 門別 白瀬 明 ４５６－ ４１：３４．７１� ８６．０�

（岩手） （岩手）

８１６	 ムラマサノヨートー 牡３栗 ５６ 小林 淳一新井 孝治氏 内藤 一雄 浦河 岡本 昌市 ４６６± ０１：３４．８
 ４２．６�
５９ ヤマカツブライアン 牡３黒鹿５６ 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 静内 岡田牧場 ４９０＋ ２１：３５．０１� １５．７�
７１４� マイネルランページ 牡３芦 ５６ 北村 宏司 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 小屋畑 和久 ４７０－ ２１：３５．１
 ８５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９５，０８１，５００円 複勝： １３５，０８６，１００円 枠連： １１３，７５７，７００円

普通馬連： ６５３，８９６，２００円 馬単： ３７４，３３１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １３５，０５１，４００円

３連複： ５５１，４０３，０００円 ３連単： １，２１６，２１４，５００円 計： ３，２７４，８２１，８００円

払 戻 金

単 勝 � ５，１１０円 複 勝 � １，４５０円 � １，６７０円 � ７５０円 枠 連（２－３） ９，８７０円

普通馬連 �� １１２，７６０円 馬 単 �� ２８４，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２０，２００円 �� ６，１８０円 �� １４，７００円

３ 連 複 ��� ５７４，７７０円 ３ 連 単 ��� ４，９０４，７４０円

票 数

単勝票数 計 ９５０８１５ 的中 � １４６６５（１１番人気）
複勝票数 計１３５０８６１ 的中 � ２４１４１（１０番人気）� ２０８０２（１２番人気）� ４９６２３（９番人気）
枠連票数 計１１３７５７７ 的中 （２－３） ８５０９（２８番人気）
普通馬連票数 計６５３８９６２ 的中 �� ４２８０（１０５番人気）
馬単票数 計３７４３３１４ 的中 �� ９７１（２２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３５０５１４ 的中 �� １６４０（１０６番人気）�� ５４０８（５９番人気）�� ２２５７（９５番人気）
３連複票数 計５５１４０３０ 的中 ��� ７０８（４７６番人気）
３連単票数 計１２１６２１４５ 的中 ��� １８３（２９４７番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．３―１１．６―１２．２―１２．１―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．２―３４．５―４６．１―５８．３―１：１０．４―１：２２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．６

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

勝馬の
紹 介

�トーホウレーサー �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００６．１１．１９ 京都８着

２００４．３．６生 牡３栗 母 パ シ ア ン 母母 ビユーテイライダー ９戦３勝 賞金 ７４，４４８，０００円
〔制裁〕 トーホウレーサー号の騎手後藤浩輝は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
※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） １頭 ハイソサエティー号
（非抽選馬） ３頭 アルシラート号・アロマンシェス号・フィクシアス号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりトーホウレーサー号・マイネルフォーグ号・ワールドハンター号は，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７日 曇 稍重 （１９中山３）第５日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１５分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

１１ マルブツクロス 牡４芦 ５７ 武 豊大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 B５３０－ ２１：５４．１ １．９�

８１６� フサイチウィード 牡５鹿 ５７ 田中 剛関口 房朗氏 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs. Char-
les McGinnes B５００＋ ４１：５４．５２� １７．１�

１２ 	 ハウンドコップ 牡８鹿 ５７ 大庭 和弥齊藤四方司氏 清水 美波 千歳 社台ファーム B４９６－ ６１：５４．６� １８．５�
３６ � ダブルブラザー 牡６鹿 ５７ 川田 将雅藤田与志男氏 岩戸 孝樹 米 Jim Hawkins &

Lois Hawkins ４６２－ ４１：５４．８１� １２．２�
６１１ ハセノダンディ 牡６栗 ５７ 池添 謙一長谷川成利氏 大江原 哲 静内 野坂牧場 B４７０－ ６１：５４．９クビ １６２．０�
５９ � セ レ ス ケ イ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝岡 浩二氏 和田 正道 米

Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５４８＋ ８ 〃 アタマ １７．９�
２４ スズノマグマ 牡４黒鹿５７ 田中 勝春小紫 芳夫氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９４－１２１：５５．０
 ４．８�
６１２ ゴーファイトウィン 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹 	社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４４２＋ ４ 〃 クビ ３５．４

８１５ トラストブラック 牡５栗 ５７ 蛯名 正義菅波 雅巳氏 土田 稔 静内 飛野牧場 B５５０－ ２ 〃 同着 ４０．４�
７１３ ウエスタンリジ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司西川 賢氏 保田 一隆 静内 北西牧場 ５２０± ０１：５５．２１� ６５．９�
２３ 	 ヤマノサップ 牡７栗 ５７ 柴山 雄一山住れい子氏 畠山 吉宏 門別 長谷川牧場 ４７２－ ６１：５５．５１
 １００．１
７１４ タイキスピリッツ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘	大樹ファーム 藤沢 和雄 大樹 大樹ファーム ４８６± ０１：５５．６クビ ９．７�
５１０ パワーコレクター 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 	サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５１０－２０１：５５．７� １８．２�
４８ 	 メジログリーン 牡８鹿 ５７ 菅原 勲	メジロ牧場 奥平 雅士 伊達 メジロ牧場 ４７４－ ６１：５５．８� １６０．６�

（岩手）

４７ ジョウテンロマン 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 B４８２＋１２１：５５．９� ４１．７�
３５ 	� セイカモリオカ 牡６栗 ５７ 南田 雅昭吉田 逑史氏 南田美知雄 青森 宮崎牧場 ４６４－ ２１：５８．５大差 ２４２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，８９５，５００円 複勝： ５７，７０６，３００円 枠連： ５８，９９５，２００円

普通馬連： ２１２，２５３，４００円 馬単： １５１，３３３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，７０３，５００円

３連複： １８４，５０１，３００円 ３連単： ４５０，４７７，０００円 計： １，２１２，８６５，５００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ３３０円 � ３４０円 枠 連（１－８） ７５０円

普通馬連 �� １，５１０円 馬 単 �� １，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ５５０円 �� １，９７０円

３ 連 複 ��� ４，５１０円 ３ 連 単 ��� １５，９３０円

票 数

単勝票数 計 ４５８９５５ 的中 � １９１０７９（１番人気）
複勝票数 計 ５７７０６３ 的中 � １９４６７１（１番人気）� ３４４２１（５番人気）� ３３８３４（６番人気）
枠連票数 計 ５８９９５２ 的中 （１－８） ５８３３８（３番人気）
普通馬連票数 計２１２２５３４ 的中 �� １０３７４２（６番人気）
馬単票数 計１５１３３３３ 的中 �� ５９３２９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１７０３５ 的中 �� ２２３２４（５番人気）�� ２４２８７（４番人気）�� ６０５０（２３番人気）
３連複票数 計１８４５０１３ 的中 ��� ３０２０７（１１番人気）
３連単票数 計４５０４７７０ 的中 ��� ２０８８０（３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３６．９―４９．９―１：０２．７―１：１５．４―１：２７．９―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．７
１
３
７（９，１６）－（２，３，５）（１０，１１）１，４，６，８，１２（１３，１５）－１４・（７，９，１６）（１１，１０，１５）（２，３）（１２，４）（１，５）（８，６）１３－１４

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

勝馬の
紹 介

マルブツクロス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スリルシヨー デビュー ２００６．１．８ 中山２着

２００３．５．２６生 牡４芦 母 ロイヤルクロス 母母 スタームーン １５戦３勝 賞金 ４５，３９２，０００円
〔制裁〕 フサイチウィード号の騎手田中剛は，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１０，０００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。



（１９中山３）第５日 ４月７日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７２頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
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

２９４，７４０，０００円
８，４００，０００円
２７，４８０，０００円
１，７３０，０００円
２，５６０，０００円
３２，１７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，４９６，０００円
５，３７０，６００円
１，７３７，２００円

勝馬投票券売得金
３９９，０２０，５００円
４９８，７５５，７００円
４７７，８９４，３００円
１，９９８，０５２，９００円
１，５０６，２６１，０００円
４６７，１３４，１００円
１，９６６，１１０，５００円
２，４９０，０６８，９００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 ９，８０３，２９７，９００円

総入場人員 ２９，０９９名 （有料入場人員 ２７，０８４名）




