
０８０４９ ４月１２日 晴 重 （２０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

５９ ミツワバラード 牝３鹿 ５４
５１ ▲三浦 皇成�高昌 河野 通文 新冠 大栄牧場 ４１２－ ６１：１２．８ ３０．２�

８１５ アポロフラメンコ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 平野牧場 ４２８＋ ４ 〃 クビ ４４．２�
２３ ケイアイガルチ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊亀田 守弘氏 鈴木 康弘 静内 佐竹 学 ４７６＋ ２１：１２．９クビ ５．６�
３６ スペシャルジョイ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸芹澤 精一氏 勢司 和浩 浦河 日田牧場 ４２０－ ４１：１３．０� ４．０�
７１３ ハイデフィニション 牝３鹿 ５４ 武 豊岡田 牧雄氏 高橋 裕 三石 川端牧場 B４８８± ０１：１３．４２� １．７�
２４ アンジュポケット 牝３黒鹿５４ 小野 次郎 �ユートピア牧場 根本 康広 浦河 アイオイファーム ４４４± ０１：１４．０３� ５４．１	
５１０ ゴールドコレクター 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義小河 一
氏 国枝 栄 門別 渡辺 芳一 ４４８＋１０ 〃 クビ １６．７�
４７ セイントプラチナ 牝３芦 ５４ 松岡 正海内海 正章氏 相沢 郁 様似 清水スタッド ４４６－ ２１：１４．１� ２４．５�
１２ トーセンバスケット 牝３黒鹿５４ 加藤士津八島川 
哉氏 加藤 和宏 静内 岡田スタツド ４９８ ―１：１４．２� ３２７．７
６１１ アドバンスリバー 牝３栗 ５４ 吉田 隼人西川 隆士氏 池上 昌弘 門別 大江牧場 ４５８ ―１：１４．３� １１３．１�
６１２ ブライティアハニー 牝３青鹿５４ 柴山 雄一小林 昌志氏 畠山 吉宏 平取 コアレススタッド ４５０ ―１：１４．９３� ３７９．７�
７１４ ケープタウンシチー 牝３青 ５４

５２ △浜中 俊 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 門別 富川田中牧場 ４６２ ―１：１５．３２� ６９．９�
３５ バトルヴィクトリア 牝３栃栗５４ 大庭 和弥宮川 秋信氏 浅野洋一郎 新冠 杉山 義行 ３９６－２８ 〃 ハナ ３３６．２�
８１６ ビクトリークエスト 牝３鹿 ５４ 小林 淳一飯田 正剛氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４３０＋ ２１：１６．４７ ２６９．４�
４８ ケイツーシーガル 牝３栗 ５４

５３ ☆田中 博康楠本 勝美氏 保田 一隆 新冠 石田牧場 ４６８－ ６１：１７．０３� ４８６．５�
１１ クインリースマイル 牝３青鹿５４ 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４７４ ―１：１７．６３� ８２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７５３，３００円 複勝： ４８，１２５，９００円 枠連： １９，２５９，９００円

普通馬連： ７５，８０２，３００円 馬単： ８２，１９６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，７１７，１００円

３連複： １０７，３５３，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３７７，２０８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０２０円 複 勝 � １，３３０円 � １，２７０円 � ２６０円 枠 連（５－８） ６，９３０円

普通馬連 �� ２９，２８０円 馬 単 �� ６１，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，１４０円 �� １，５７０円 �� １，６９０円

３ 連 複 ��� ３３，５５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９７５３３ 的中 � ５１６５（６番人気）
複勝票数 計 ４８１２５９ 的中 � ８６０２（７番人気）� ８９８４（６番人気）� ６０４９１（２番人気）
枠連票数 計 １９２５９９ 的中 （５－８） ２０５３（１６番人気）
普通馬連票数 計 ７５８０２３ 的中 �� １９１１（３２番人気）
馬単票数 計 ８２１９６３ 的中 �� ９８２（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４７１７１ 的中 �� １１５９（２９番人気）�� ３９２３（１２番人気）�� ３６４３（１３番人気）
３連複票数 計１０７３５３７ 的中 ��� ２３６２（５４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．６―１２．２―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．１―３４．７―４６．９―５９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．７―３F３８．１
３ ・（７，１３）（３，４，１５）－９（１６，６）（１０，１１）５＝１２－（２，１４）－（１，８） ４ ・（７，１３）（４，１５）３－（９，６）－（１０，１６）１１－５－１２－（２，１４）＝８－１

勝馬の
紹 介

ミツワバラード �
�
父 トワイニング �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００７．１２．１５ 中山４着

２００５．４．２生 牝３鹿 母 ミツワトップレディ 母母 ミツワイーグル ６戦１勝 賞金 ７，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイツーシーガル号・クインリースマイル号は，平成２０年５月１２日まで平地競走に出走できない。



０８０５０ ４月１２日 晴 重 （２０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

８１４ リンガスフラッグ 牡３栗 ５６
５３ ▲三浦 皇成伊藤 巖氏 河野 通文 新冠 斉藤 安行 ４７２＋ ４１：５３．７ ９．３�

３４ フサイチボランジェ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春関口 房朗氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム ４５０－ ８１：５６．０大差 ６．６�
５７ アイディリック 牡３鹿 ５６ 北村 宏司加藤 徹氏 清水 利章 静内 キヨミネ牧場 ４５０＋ ４１：５６．２１� ３１．５�
２２ アスニムカッテウテ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一植田 忠司氏 畠山 吉宏 新冠 八木農場 ４６０－ ２１：５６．５１� ２４．８�
３３ ダイワダイナミック 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５２４－ ６１：５６．９２� １４．８�
１１ ラインブレイク 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４２８－ ２ 〃 クビ ２．０�
５８ テキサスホールデム 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�瀬 真尚氏 本間 忍 門別 川島 貞二 ５１０＋１６１：５７．４３ ５０．９�
８１３ ストロングジャック 牡３栗 ５６ 横山 典弘村木 篤氏 鹿戸 雄一 静内 へいはた牧場 B５１２＋ ２１：５７．９３ ４．４	
４６ アントルシャディス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸池谷 誠一氏 萩原 清 門別 本間牧場 ４３８＋ ４１：５８．０� １３．６

６１０ テラモドリーミ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�寺田工務店 小林 常泰 三石 澤田 嘉隆 ５１８－ ４１：５８．５３ １２１．５�
７１２ ガ ン ボ ー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４６６－ ６１：５９．２４ ８３．８
７１１ サンデーチャリティ 牡３青鹿５６ 吉永 護水谷八重子氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４２６－ ２２：００．７９ ２６８．６�
６９ ヤマニンバベル 牡３栗 ５６ 田中 剛土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ５７４－ ２２：０１．０２ １９５．０�

（１３頭）
４５ ロ ッ ク オ ン 牡３栗 ５６ 池田 鉄平�サンコウ牧場 柴崎 勇 静内 サンコウ牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １８，３３３，７００円 複勝： ２５，４５２，５００円 枠連： ２３，７１８，６００円

普通馬連： ６５，０１６，９００円 馬単： ６３，３１４，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，２７８，３００円

３連複： ８５，７９８，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３００，９１２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ３１０円 � ２６０円 � ６４０円 枠 連（３－８） ７４０円

普通馬連 �� ２，８４０円 馬 単 �� ６，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ３，０１０円 �� ２，０８０円

３ 連 複 ��� ２７，９９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８３３３７ 的中 � １５５９０（４番人気）
複勝票数 計 ２５４５２５ 的中 � ２２２９２（４番人気）� ２８６３４（３番人気）� ９２９５（８番人気）
枠連票数 計 ２３７１８６ 的中 （３－８） ２３８１３（３番人気）
普通馬連票数 計 ６５０１６９ 的中 �� １６９５０（１２番人気）
馬単票数 計 ６３３１４４ 的中 �� ７７４９（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９２７８３ 的中 �� ６４３２（１０番人気）�� １５３３（３０番人気）�� ２２４１（２５番人気）
３連複票数 計 ８５７９８０ 的中 ��� ２２６３（６６番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．０―１２．５―１３．０―１３．０―１２．３―１２．６―１２．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．８―３７．３―５０．３―１：０３．３―１：１５．６―１：２８．２―１：４０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３８．１
１
３

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

勝馬の
紹 介

リンガスフラッグ �
�
父 サクラローレル �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００８．３．９ 中山７着

２００５．４．２５生 牡３栗 母 セクシーランナー 母母 メアリーリノア ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔出走取消〕 ロックオン号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔その他〕 ガンボー号は，発走直後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンバベル号は，平成２０年５月１２日まで平地競走に出走できない。

サンデーチャリティ号は，平成２０年６月１２日まで平地競走に出走できない。



０８０５１ ４月１２日 晴 重 （２０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

４５ サクラフォルトゥナ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹�さくらコマース藤原 辰雄 静内 伊藤 敏明 ４４６ ―１：１２．６ ２９．３�

８１２ ストロングアクシス �３鹿 ５６
５３ ▲黛 弘人泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４７８± ０１：１２．８１� ５７．８�

４４ ハ イ ラ イ ト 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一棚網 基己氏 沢 峰次 静内 矢野牧場 ４６２－ ２１：１３．０１� １０１．１�
７１０ ドリームシャドウ 牡３芦 ５６ 内田 博幸セゾンレースホース� 堀井 雅広 静内 岡田スタツド ４９２－ ２１：１３．１� １．４�
２２ タケデンオー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘武市 弘氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：１３．２� ７．８�
３３ メイクミースマイル 牝３鹿 ５４ 石橋 脩泉 俊二氏 柴田 政人 厚真 大川牧場 ４５８＋ ６１：１３．９４ ５９．６�
８１３ レオパンドラ 牝３栗 ５４ 江田 照男�レオ 中島 敏文 新冠 競優牧場 ４６４＋ ２１：１４．３２� １９．０	
５７ スリーマインド 牝３鹿 ５４ 北村 宏司村椿 正晃氏 鹿戸 雄一 浦河 北葉ファーム ４７６＋ ４１：１４．５１� １９１．５

６９ ダイワシャトル 牡３青鹿５６ 柴田 善臣大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ

ファーム B４８０＋ ２１：１４．７１ ４．３�
６８ トリプルループ 牝３青 ５４ 吉田 稔飯田 良枝氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４４８ ―１：１５．２３ ４２．９�

（愛知）

７１１ ヤギリペガサス �３芦 ５６
５４ △浜中 俊内田ヤエ子氏 上原 博之 三石（有）下河辺トレー

ニングセンター ４１８－１０１：１５．８３� ２３６．９
１１ オンワードシュネル 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司�オンワード牧場 保田 一隆 浦河 オンワード牧場 ４９２＋ ８１：１６．５４ １０７．２�

（１２頭）
５６ ダイワチアフル 牝３栗 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 静内 千代田牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２１，４３１，０００円 複勝： ４１，４０８，２００円 枠連： ２３，８６７，４００円

普通馬連： ６６，１４３，２００円 馬単： ８２，９５４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，００５，５００円

３連複： １０１，６８９，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３５７，４９９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９３０円 複 勝 � １，１７０円 � １，９５０円 � ２，８８０円 枠 連（４－８） ８，０００円

普通馬連 �� ２５，７００円 馬 単 �� ８１，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，３６０円 �� ９，３１０円 �� ８，９８０円

３ 連 複 ��� ２９２，０２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１４３１０ 的中 � ５７７９（５番人気）
複勝票数 計 ４１４０８２ 的中 � ９５４６（５番人気）� ５５６６（７番人気）� ３７２０（９番人気）
枠連票数 計 ２３８６７４ 的中 （４－８） ２２０２（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６６１４３２ 的中 �� １９００（３１番人気）
馬単票数 計 ８２９５４４ 的中 �� ７５０（６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０００５５ 的中 �� ７７６（３３番人気）�� ５２８（４１番人気）�� ５４８（３９番人気）
３連複票数 計１０１６８９３ 的中 ��� ２５７（１４３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．１―１２．１―１２．８―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．３―４６．４―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラフォルトゥナ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アーミジャー 初出走

２００５．５．１０生 牝３栗 母 サクラスイートキス 母母 サクラメグミ １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔出走取消〕 ダイワチアフル号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
※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１２日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（２０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，１９．４．７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

６７ トウカイハッスル 牡７黒鹿６０ 大庭 和弥内村 正則氏 成島 英春 平取 びらとり牧場 ４７２± ０３：３７．５ ５．９�

３３ ダイタクアルビン 牡８黒鹿５９ 穂苅 寿彦小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４８４＋ ６３：３８．８８ ３．１�
５５ ハイヤーザンヘブン 牡７黒鹿６１ 宗像 徹関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４８２－ ６３：３９．４３� １９．０�
２２ ジンデンバリュー 牡５鹿 ６０ 柴田 大知黒岩統治郎氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４６２＋ ４３：３９．５� ７１．４�
６６ カネトシパワフル 牡５鹿 ６０ 五十嵐雄祐兼松 利男氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 ４７８± ０３：４１．４大差 １６．５�
１１ � スプリングラゴス 牝６栗 ５７ 金子 光希加藤 春夫氏 斎藤 誠 青森 一山牧場 ４９２± ０３：４１．６１� ４１．５�
８１０ ノボライトニング �５芦 ６１ 横山 義行�LS.M 西塚 安夫 新冠 ラツキー牧場 ４５８－ ４３：４２．３４ １３．９	
７９ シャコーバニラ 牝５鹿 ５８ 浜野谷憲尚グレイドレーシング組合 矢野 照正 門別 白井牧場 ４５４－ ２３：４２．９３� １０２．６

４４ マウントフォンテン 牡８芦 ６０ 田中 剛吉橋 計氏 石毛 善彦 門別 谷川畜産 ４８８＋１２３：４６．７大差 ３３．５�
７８ � バリトンヴォイス 牡７鹿 ５９ 石神 深一岩� 僖澄氏 西橋 豊治 浦河 佐藤 正光 ５０８＋ ２ （競走中止） ３９．８�
８１１ ローリーポーリー 牝７黒鹿５８ 山本 康志加藤 信之氏 菊川 正達 浦河 安藤牧場 ４７６＋ ６ （競走中止） ２．１

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，５４８，０００円 複勝： １７，５００，８００円 枠連： ２３，７０７，０００円

普通馬連： ６１，２２０，２００円 馬単： ５９，９８９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９６２，５００円

３連複： ８９，８５９，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２８６，７８７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １８０円 � １５０円 � ３７０円 枠 連（３－６） ７２０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� ２，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� １，１２０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ３，１３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８５４８０ 的中 � ２４８６２（３番人気）
複勝票数 計 １７５００８ 的中 � ２６７２７（３番人気）� ３９１７７（２番人気）� ９４１２（６番人気）
枠連票数 計 ２３７０７０ 的中 （３－６） ２４３９１（３番人気）
普通馬連票数 計 ６１２２０２ 的中 �� ４６３４８（３番人気）
馬単票数 計 ５９９８９７ 的中 �� １９３２９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９６２５ 的中 �� １４１１３（２番人気）�� ３２５０（１４番人気）�� ４７６０（９番人気）
３連複票数 計 ８９８５９２ 的中 ��� ２１２０８（１０番人気）

上り １マイル １：５０．６ ４F ５５．３－３F ４１．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイハッスル �
�
父 トワイニング �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００３．８．２ 新潟１着

２００１．３．３０生 牡７黒鹿 母 トウカイミヤビ 母母 タイヨウスズラン 障害：７戦２勝 賞金 ３１，１５０，０００円
〔競走中止〕 ローリーポーリー号は，２周目５号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

バリトンヴォイス号は，２周目５号障害〔いけ垣〕着地時に，転倒した「ローリーポーリー号」の影響で，騎手が落馬したため
競走中止。



０８０５３ ４月１２日 晴 稍重 （２０中山３）第５日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

７１４ プッシュハート 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二島田 久氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４７０－ ４１：５４．５ １１．４�

５１０ ルナエクリプス 牡３黒鹿５６ 加藤士津八岡田 牧雄氏 加藤 和宏 静内 岡田スタツド ４３４－ ６１：５５．１３� ６．９�
１２ シュヴァーベン 牡３黒鹿５６ 石橋 脩鈴木 照雄氏 上原 博之 浦河 津島 優治 ４７４＋１２１：５５．４２ １５．１�
５９ ソシアルチャーム 牝３鹿 ５４ 松岡 正海臼田 浩義氏 清水 利章 門別 下河辺牧場 ５５２－１０１：５５．６１� ３．７�
８１６ コスモウイング 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 小林 常泰 静内 西村 和夫 ４７２＋ ６１：５６．０２� １０．３�
４７ コスモプランス 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 門別 坂口 豊翼 ４９４－ ４１：５６．１クビ ３８．５�
３６ ヤギリスパイダー 牡３栗 ５６ 大庭 和弥内田 勝治氏 高橋 義博 千葉（有）下河辺トレー

ニングセンター ５１０－ ４１：５６．７３� ２７．７	
４８ タツタイコウ 牡３栗 ５６ 小野 次郎鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス

ファーム ４８８＋ ６１：５６．８クビ ３２．９

６１１ ラヴォランテ 牡３青鹿５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 後藤 由之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－ ２１：５７．０１� １９．８�
１１ ダンツショウグン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹山元 哲二氏 鈴木 勝美 様似 様似渡辺牧場 ４５４＋ ４ 〃 クビ ７．４�
８１５ ホーリーランス 牡３青鹿５６ 小林 淳一平本 敏夫氏 松永 康利 三石 大塚牧場 ４７８－ ２１：５７．１クビ ２１４．９
２４ フェアームーラン 牡３青鹿５６ 吉田 隼人キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 小葉松 幸雄 ４６６－ ４１：５７．３１ １９．６�
２３ シャーカガミ 牡３栗 ５６

５３ ▲三浦 皇成大原 詔宏氏 谷原 義明 浦河 酒井 源市 ４６４－ ２１：５８．６８ ５４．２�
３５ シ ラ ユ キ 牡３芦 ５６ 吉田 豊西垣 �三氏 矢野 照正 浦河 小島牧場 ４６８＋ ４１：５８．７クビ １３４．３�

６１２ セトウチフレッシュ 牡３黒鹿５６ 武 豊高橋 勉氏 堀 宣行 三石 仲野牧場 ４７０－ ４１：５９．４４ ４．４�
（７７１０）

７１３ ヤ ッ タ ゾ 牡３鹿 ５６ 吉田 稔小田切有一氏 粕谷 昌央 静内 タイヘイ牧場 ４８２－１４１：５９．６１� ９８．７�
（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，３４８，４００円 複勝： ３０，８２０，０００円 枠連： ２８，６７３，５００円

普通馬連： ８３，１７０，７００円 馬単： ６８，７１８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１１７，０００円

３連複： １１３，７７６，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３７０，６２４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ３００円 � ２００円 � ４００円 枠 連（５－７） １，１６０円

普通馬連 �� ２，４３０円 馬 単 �� ５，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� １，９３０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� １０，２２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１３４８４ 的中 � １４８０３（６番人気）
複勝票数 計 ３０８２００ 的中 � ２６１７６（６番人気）� ４７８０２（２番人気）� １８０３２（７番人気）
枠連票数 計 ２８６７３５ 的中 （５－７） １８３６６（４番人気）
普通馬連票数 計 ８３１７０７ 的中 �� ２５２９２（１１番人気）
馬単票数 計 ６８７１８８ 的中 �� ９２４０（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１１７０ 的中 �� ８９７６（５番人気）�� ２９８７（２１番人気）�� ４５２２（１６番人気）
３連複票数 計１１３７７６３ 的中 ��� ８２１７（２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３７．０―５０．３―１：０３．０―１：１５．６―１：２８．１―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

プッシュハート �
�
父 デザートキング �

�
母父 ダ イ ア ト ム デビュー ２００７．８．４ 新潟１３着

２００５．３．１９生 牡３鹿 母 アトムプリンセス 母母 アイアンロング ９戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔発走状況〕 ヤッタゾ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤッタゾ号は，平成２０年５月１２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 ファンキーテーラー号
※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。



０８０５４ ４月１２日 晴 稍重 （２０中山３）第５日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・右・外）

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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

６１１ シャドークロス 牡３栗 ５６ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ４７２＋ ２１：３６．９ １．６�

４８ ショウナンアヤカ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４２０－１２１：３７．０� １１７．４�
７１３ ラブエッセンス 牝３鹿 ５４ 内田 博幸ディアレスト 秋山 雅一 三石 水丸牧場 ４５８± ０１：３７．１� １１．２�
１２ キタノオーロラ 牝３栗 ５４ 北村 宏司�木村牧場 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４６２－ ６ 〃 アタマ ７．９�
１１ � ハチノヨウニサス 牝３鹿 ５４ 松岡 正海菅原 太陽氏 手塚 貴久 米

Dan Kenny, Hedgestone
Management & Stoner-
side Stable LLC

４３８± ０１：３７．３１ １５．３�
２４ クリームパフ 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４３０－ ８１：３７．４� ４４．０�
３６ � ナイキウェルネス 牡３栗 ５６ 田中 勝春小野 誠治氏 古賀 史生 米 Joe Parker ４７２－ ２ 〃 アタマ ５９．９	
５９ セレナジャスミン 牝３青鹿５４ 吉田 稔島川 利子氏 石栗 龍彦 静内 岡田スタツド ４３６＋ ２１：３７．５� ８９．４


（愛知）

６１２ トーセンスウィング 牡３芦 ５６ 江田 照男島川 �哉氏 中島 敏文 静内 小倉 光博 ４６４－ ７１：３７．７１� １２３．６�
３５ ダッシュアキチャン 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二遠藤 喜松氏 内藤 一雄 三石 沖田 忠幸 ４２６－ ６１：３７．８	 ５．３
２３ ア リ エ ー テ 牝３栗 ５４ 吉永 護�三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ３８６ ―１：３７．９� ２６５．４�
４７ フォルテヴォラーレ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 上原 博之 三石 追分ファーム ５２２－ ８１：３８．２１	 ３６．５�
５１０ リバーブレイブ 牡３栗 ５６ 郷原 洋司河越 武治氏 郷原 洋行 門別 広中 稔 B４８６± ０１：３８．４１� ４０９．８�
７１４ トウショウスワット 牡３栗 ５６ 武士沢友治トウショウ産業� 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６６ ―１：３９．０３� ５０．４�
８１６ オンニノアール 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲三浦 皇成畑佐 博氏 坂本 勝美 青森 塚尾 勝安 ４４２－ ２１：３９．２１� ８６．４�
８１５ ベストマダム 牝３黒鹿５４ 石橋 脩坪野谷和平氏 伊藤 伸一 浦河 アイオイファーム ４５４－ ２１：３９．６２� ５１２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，５０９，４００円 複勝： ３４，２１０，７００円 枠連： ２６，１０６，６００円

普通馬連： ８８，２９７，８００円 馬単： ８５，６３４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２３７，４００円

３連複： １１０，７５９，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３９６，７５５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １，８２０円 � ２００円 枠 連（４－６） ２，２７０円

普通馬連 �� １２，４２０円 馬 単 �� １５，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２４０円 �� ３１０円 �� ８，３５０円

３ 連 複 ��� ２０，２９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７５０９４ 的中 � １４３３７４（１番人気）
複勝票数 計 ３４２１０７ 的中 � １４５０５９（１番人気）� ２５７３（１３番人気）� ３５９２３（４番人気）
枠連票数 計 ２６１０６６ 的中 （４－６） ８４９７（７番人気）
普通馬連票数 計 ８８２９７８ 的中 �� ５２４７（２６番人気）
馬単票数 計 ８５６３４６ 的中 �� ４０９１（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２３７４ 的中 �� １６８５（２９番人気）�� ２３２７１（２番人気）�� ６４５（５４番人気）
３連複票数 計１１０７５９４ 的中 ��� ４０３０（４６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１１．７―１１．９―１２．３―１２．４―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．１―３５．８―４７．７―１：００．０―１：１２．４―１：２４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．２―３F３６．９

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

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

シャドークロス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラグビーボール デビュー ２００８．３．２２ 中山２着

２００５．４．２４生 牡３栗 母 クッキーキティ 母母 ユキノサクラ ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 コスモエラプション号・ホーリーカップ号
※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１２日 晴 稍重 （２０中山３）第５日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

８１６� クレムリンエッグ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell
Farm ４６４－ ４１：１１．８ １１．６�

６１２ マイヴィーナス 牝３栗 ５４ 小野 次郎�RRA 高木 登 浦河（有）ビクトリーホース
ランチ 荻野 豊 ４４２－ ６ 〃 クビ １５．０�

１２ � モエレジンダイコ 牡３栗 ５６
５３ ▲黛 弘人西村 豊氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４６４± ０１：１２．３３ １４５．１�

３６ レッドターキー 牝３栗 ５４ 川田 将雅松本夫佐子氏 古賀 史生 静内 神垣 道弘 ４５６＋ ６ 〃 ハナ ３１．６�
４７ ノーブルマン 牡３黒鹿５６ 石橋 脩小川 勲氏 藤岡 健一 門別 新生ファーム ４７６－ ２１：１２．４� １２０．０�
８１５ リ ュ ウ メ イ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣福井 章哉氏 清水 英克 森 笹川大晃牧場 ４５２－１２ 〃 クビ ２．７�
３５ 	 リ ュ ウ ケ ン 牡３鹿 ５６ 吉田 稔西村 正春氏 藤田 正治 静内 野表 篤夫 ５１４＋ ６１：１３．１４ １０．８	

（笠松） （愛知）

５９ ケイジージュニアー 牡３青鹿５６ 伊藤 直人鹿倉 勝
氏 斎藤 誠 新冠 つつみ牧場 ４７６± ０１：１３．２クビ ４５．２

２４ ディーエスルーラー 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 タニグチ牧場 ４７６－ ２１：１３．３� １８．７�
７１３ ライムライトシチー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 成島 英春 新冠 芳住 革二 ４６２－１０１：１３．５１� ６９．７�
４８ マルターズウディー 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史藤田与志男氏 萱野 浩二 門別 天羽 禮治 B４８０－ ４１：１３．８１� １１０．０
７１４ メイショウアーチャ 牡３青 ５６

５４ △浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 三石 本桐牧場 ４７４± ０ 〃 クビ ４５．６�
１１ � タカラシャフト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司村山 義男氏 国枝 栄 米

Donald & R. Mary Zuck-
erman as Tenants by The
Entireties

４７８＋ ２１：１４．０１� ２．３�
５１０� クリスタルロバリー 牡３黒鹿５６ 穂苅 寿彦山上 和良氏 和田 正道 浦河 野村 正 ４７０＋ ６１：１４．１� ５４１．５�
６１１ パ リ オ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４５８＋ ８１：１４．４２ １２１．８�
２３ フ ヨ ウ 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 ４５４＋ ４１：１４．５� ５９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，６５８，６００円 複勝： ３４，９０６，６００円 枠連： ３２，１５３，７００円

普通馬連： １０８，２２４，４００円 馬単： ９４，８７０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，６７５，２００円

３連複： １３４，３２１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４６０，８１０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ３５０円 � ４６０円 � ２，４２０円 枠 連（６－８） １，１９０円

普通馬連 �� ８，０３０円 馬 単 �� １５，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１００円 �� １２，７３０円 �� １３，９００円

３ 連 複 ��� ２５４，８４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６６５８６ 的中 � １８２６０（４番人気）
複勝票数 計 ３４９０６６ 的中 � ２８６１３（３番人気）� ２０４５０（６番人気）� ３３６４（１４番人気）
枠連票数 計 ３２１５３７ 的中 （６－８） ２００８５（４番人気）
普通馬連票数 計１０８２２４４ 的中 �� ９９４９（２０番人気）
馬単票数 計 ９４８７０４ 的中 �� ４３９６（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９６７５２ 的中 �� ３５５２（１９番人気）�� ５６８（６６番人気）�� ５２０（７１番人気）
３連複票数 計１３４３２１３ 的中 ��� ３８９（２４９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．５―１２．１―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．４―４６．５―５８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．４
３ １５（６，１４）（３，７）（５，１６）（１２，１１，１３）（１，４，８）－２－（９，１０） ４ ・（１５，６）－１４（３，７，１６）（５，１２）１３（１，４，１１）（８，２）（９，１０）

勝馬の
紹 介

�クレムリンエッグ �
�
父 Snow Ridge �

�
母父 Mythical Ruler デビュー ２００７．１０．２１ 東京３着

２００５．４．１１生 牡３栗 母 Eleni 母母 Miss Carissa ６戦２勝 賞金 １７，９００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 コスモミネルヴァ号・シャドウランズ号・ジョウショーアロー号・スターダム号・タイキビッグバン号・

ファイナルスコアー号・ブートキャンプ号・ミサトマーブル号
※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。



０８０５６ ４月１２日 晴 稍重 （２０中山３）第５日 第８競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

３４ クラッカージャック 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４８６－ ４１：５４．３ ９．３�

５９ � メインセイラー 牡４芦 ５７ 内田 博幸臼田 浩義氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ５１６－ ６１：５４．７２� ３．６�
１１ アイアムレギュラー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊堀 紘一氏 小島 茂之 浦河 三嶋牧場 ４８２＋ ２１：５４．８クビ ６．２�
６１０ エバンジェリスト 	５鹿 ５７ 横山 典弘吉田 照哉氏 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４５２－ ４ 〃 クビ ３．８�
２２ シンボリプロキオン 牡５栗 ５７ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５０４＋ ４１：５５．３３ １３．４�
８１４ サクラオールイン 牡５黒鹿５７ 田中 剛�さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 B４８４－ ２１：５５．４
 ２６．５�
５８ オンワードウシワカ 牡７芦 ５７ 北村 宏司樫山 ハル氏 古賀 慎明 浦河 オンワード牧場 ４８６－ ４１：５５．５� ５８．４	
７１２ コスモファルバラン 牡４鹿 ５７

５６ ☆田中 博康 
ビッグレッドファーム 秋山 雅一 三石 坂本牧場 ４７８－ ４１：５５．８１
 ８０．０�
３５ � デュークトーゴー 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹西川 隆士氏 小西 一男 新冠 北星村田牧場 ４７８－ ６１：５６．０１� １３５．０�
７１３ クリノアドベンチャ 牡４黒鹿５７ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 春木 昭雄 ４６２－ ４１：５６．４２� １８．５
２３ � ハシルペンチャン 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一齋藤 宏明氏 小林 常泰 平取 池田牧場 ４４０＋ ２ 〃 クビ ２２９．７�
４７ ループホール 牡４栗 ５７ 川田 将雅 
ノースヒルズマネ

ジメント 小笠 倫弘 浦河 林 孝輝 B４４８± ０ 〃 アタマ ６２．２�
６１１ ストロングラムダ 牡５栗 ５７ 田中 勝春村木 篤氏 鹿戸 雄一 静内 千代田牧場 B５００－ ２１：５７．３５ １１．７�
４６ ロックリヴァー 牡５鹿 ５７

５４ ▲三浦 皇成福島 徳佑氏 相沢 郁 浦河 ミルファーム B４６２＋ ２１：５７．６１
 ７．２�
８１５� サクラヴェローチェ 	４鹿 ５７ 伊藤 直人�さくらコマース小笠 倫弘 静内 新和牧場 B４２０－１０１：５７．７クビ ２３６．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，６３９，５００円 複勝： ３４，１９９，４００円 枠連： ２８，４０６，７００円

普通馬連： １１６，７８７，９００円 馬単： ８８，１７５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，０７５，２００円

３連複： １３８，８７７，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４５９，１６２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ２８０円 � ２３０円 � ２３０円 枠 連（３－５） ２，３２０円

普通馬連 �� ２，８４０円 馬 単 �� ５，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� ９２０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ４，９２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３６３９５ 的中 � ２００６７（５番人気）
複勝票数 計 ３４１９９４ 的中 � ３１２７３（６番人気）� ４０８５９（３番人気）� ４２１２４（２番人気）
枠連票数 計 ２８４０６７ 的中 （３－５） ９０４１（１１番人気）
普通馬連票数 計１１６７８７９ 的中 �� ３０４２５（１６番人気）
馬単票数 計 ８８１７５６ 的中 �� １１５０９（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９０７５２ 的中 �� ６７０５（１６番人気）�� ７８０５（１０番人気）�� ９４０６（７番人気）
３連複票数 計１３８８７７８ 的中 ��� ２０８６０（１６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．４―１３．１―１２．９―１２．６―１２．６―１２．５―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３６．７―４９．８―１：０２．７―１：１５．３―１：２７．９―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
４（９，１２）－（７，１１）（２，１４）３（５，１５）（１，６）１３－（１０，８）・（４，９）１２，２（７，１４）３，１（６，５）（１０，１１，１３，１５，８）

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

勝馬の
紹 介

クラッカージャック �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Danzig デビュー ２００６．９．１０ 中山１３着

２００４．２．２３生 牡４鹿 母 オールフオーロンドン 母母 Full Card １６戦２勝 賞金 ２１，０４０，０００円
〔発走状況〕 サクラオールイン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。



０８０５７ ４月１２日 晴 良 （２０中山３）第５日 第９競走 ��
��１，８００�

の じ ま ざ き

野 島 崎 特 別
発走１４時３０分 （芝・右）
４歳以上，１，０００万円以下，１９．４．７以降２０．４．６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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

８１５ ユキノハリケーン 牡４鹿 ５４ 北村 宏司馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４８８－ ２１：４７．４ ２０．６�

３５ シルクダッシュ 牡７鹿 ５６ 松岡 正海有限会社シルク斎藤 誠 新冠 早田牧場新
冠支場 ５００＋ ２１：４７．８２� １６．８�

１１ ベルモントルパン 牡４鹿 ５４ 武 豊 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ４７８± ０１：４８．０１� ４．５�

３４ リミットブレーカー 牡４黒鹿５４ 石橋 脩臼田 浩義氏 上原 博之 早来 ノーザンファーム ４９２－ ２１：４８．１クビ １９．６�
２３ キングオブロマネ 牡４黒鹿５３ 和田 竜二嶋田 賢氏 本郷 一彦 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ８ 〃 クビ ５６．１�
４７ � セプターレイン 牡６鹿 ５６ 柴山 雄一 �社台レースホース古賀 慎明 白老 白老ファーム ４５６－ ２１：４８．２クビ １３．４�
５８ � セヴンワンダーズ 牡５鹿 ５４ 内田 博幸前田 幸治氏 和田 正道 新冠 北星村田牧場 ５１６－１２ 〃 クビ ９．５	
７１３ キングルーキー 牡５鹿 ５７ 田中 勝春廣松 金次氏 古賀 慎明 浦河 馬道 隆 B４９２－ ４１：４８．５１	 ６．５

２２ 
 ロードエキスパート �５黒鹿５４ 藤田 伸二 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 英 Dunchurch

Lodge Stud Co B４６６－１４１：４８．７１� ２０．１�
７１２ ヤ ナ ギ ム シ 牡９栗 ５３ 穂苅 寿彦井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 B４９８± ０ 〃 クビ １０１．５
４６ クラウニングワーク 牡６栗 ５３ 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４４２＋ ２ 〃 アタマ ３７．０�
６１１ コウヨウアイリーン 牝４黒鹿５２ 江田 照男寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ ３５．５�
６１０ フェスティヴナイト 牡６鹿 ５４ 吉田 稔臼井義太郎氏 斎藤 宏 静内 伊藤 昭次 ４６０－ ２ 〃 アタマ ７．３�

（愛知）

５９ リンガスファースト 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣伊藤 巖氏 萩原 清 門別 出口 悟 ４５０－ ４１：４８．８	 ３．９�
８１４ ギルティストライク �４黒鹿５４ 勝浦 正樹 �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 B４８４＋ ２１：４９．８６ ６８．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３２，２７１，８００円 複勝： ４７，８１１，８００円 枠連： ４０，７２０，６００円

普通馬連： １７０，１７７，９００円 馬単： １０３，１７６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，３４４，１００円

３連複： １６１，７８６，１００円 ３連単： ３５６，９８９，５００円 計： ９５４，２７８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０６０円 複 勝 � ５４０円 � ４８０円 � ２３０円 枠 連（３－８） ７，７６０円

普通馬連 �� １５，７９０円 馬 単 �� ３１，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６５０円 �� ２，８９０円 �� １，６６０円

３ 連 複 ��� ２７，９３０円 ３ 連 単 ��� ２７８，２１０円

票 数

単勝票数 計 ３２２７１８ 的中 � １２３４９（１０番人気）
複勝票数 計 ４７８１１８ 的中 � ２１２１１（８番人気）� ２４３４３（７番人気）� ６４４３０（３番人気）
枠連票数 計 ４０７２０６ 的中 （３－８） ３８７４（２６番人気）
普通馬連票数 計１７０１７７９ 的中 �� ７９５４（５２番人気）
馬単票数 計１０３１７６７ 的中 �� ２３９７（１０９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１３４４１ 的中 �� ２７６２（４７番人気）�� ３５１３（３６番人気）�� ６２４２（１９番人気）
３連複票数 計１６１７８６１ 的中 ��� ４２７５（９８番人気）
３連単票数 計３５６９８９５ 的中 ��� ９４７（８２９番人気）

ハロンタイム １２．２―１２．１―１１．５―１２．３―１１．７―１１．７―１１．７―１１．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２４．３―３５．８―４８．１―５９．８―１：１１．５―１：２３．２―１：３４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．９
１
３
１５，８（２，１２，１４）（１，３，１３）（４，５，１１）（６，９）－７－１０
１５，８（２，１２，１４）１３（１，３）１１（４，５，９）（６，７）－１０

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

勝馬の
紹 介

ユキノハリケーン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Conquistador Cielo デビュー ２００７．２．３ 東京１１着

２００４．４．１０生 牡４鹿 母 フリートゥビー 母母 Countess of Poland １３戦３勝 賞金 ３１，８６６，０００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 ヤマニンスプラウト号
※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。



０８０５８ ４月１２日 晴 良 （２０中山３）第５日 第１０競走 ��
��１，２００�

ふなばし

船橋ステークス
発走１５時０５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，６００万円以下，１９．４．７以降２０．４．６まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

船橋市長賞（１着）
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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

３５ ニシノプライド 牡４芦 ５６ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ５２０＋ ４１：０９．３ ４．３�

７１２ ラッシュライフ 牝５黒鹿５４ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 伊藤 圭三 白老 白老ファーム ４９２－ ２ 〃 ハナ ７．１�
６１１ ベイリングボーイ 牡４栗 ５６ 石橋 脩冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 B４４８± ０ 〃 クビ ８．２�
２２ シャイナムスメ 牝４黒鹿５４ 松岡 正海�飛野牧場 坂口 正大 静内 飛野牧場 ４５０－２４１：０９．４クビ １８．７�
４７ メジロシリング 牡５栗 ５７ 川田 将雅�メジロ牧場 北出 成人 洞爺 メジロ牧場 B５０６－ ４１：０９．６１� １２．７�
１１ � エフテーストライク 牝４青鹿５３ 武士沢友治深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 斉藤 正男 ４２２＋ ２１：０９．７� ２６．３�
５８ レ ヴ リ 牝６黒鹿５１ 江田 照男井上 一郎氏 大江原 哲 新冠 川上 悦夫 ４３８＋ ４ 〃 ハナ ２４．９	
３４ ダンスオブサロメ 牝６栗 ５３ 田中 勝春門野 重雄氏 岡田 稲男 新冠 早田牧場新

冠支場 ４４０－ ６１：０９．８クビ ４２．１

８１４ コスモラヴアゲイン 牡６青鹿５５ 吉田 稔 �ビッグレッドファーム 佐々木晶三 静内 泊 寿幸 ４８２－ ４ 〃 クビ ２０．３�

（愛知）

５９ シュガーヴァイン 牝４鹿 ５３ 武 豊 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：０９．９	 ３．９�
４６ ルタンティール 牡７黒鹿５２ 千葉 直人西森 鶴氏 中川 公成 静内 石川 昌義 ４６４＋ ６ 〃 ハナ １６６．０
６１０ マリンフェスタ 牝５鹿 ５３ 北村 宏司山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 B４７４－ ８１：１０．２２ ３４．１�
７１３ シルクヴェルリッツ 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣有限会社シルク音無 秀孝 新冠 中本牧場 ４７２± ０１：１０．３� ３３．８�
２３ 
 ダノンムロー 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二�ダノックス 加藤 征弘 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４５６＋ ２ 〃 クビ ６．５�
８１５
 マルターズホビー 牝６栗 ５１ 石神 深一藤田与志男氏 柴崎 勇 米 J. K. Boutcher, J.

Stuart & P. Bance ４５２－ ２１：１０．５	 １６６．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３８，２１９，２００円 複勝： ５２，０５６，９００円 枠連： ４５，０５４，９００円

普通馬連： ２２０，７０４，８００円 馬単： １２４，６２８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，４２９，５００円

３連複： １９６，７６３，７００円 ３連単： ４４３，０５０，９００円 計： １，１６９，９０８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １９０円 � ２２０円 � ２５０円 枠 連（３－７） １，４１０円

普通馬連 �� １，６７０円 馬 単 �� ３，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ８１０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ４，９９０円 ３ 連 単 ��� ２６，７４０円

票 数

単勝票数 計 ３８２１９２ 的中 � ７１００４（２番人気）
複勝票数 計 ５２０５６９ 的中 � ８１８４５（２番人気）� ６３０４３（３番人気）� ５０４１５（５番人気）
枠連票数 計 ４５０５４９ 的中 （３－７） ２３６０１（７番人気）
普通馬連票数 計２２０７０４８ 的中 �� ９７５５４（４番人気）
馬単票数 計１２４６２８４ 的中 �� ２８６６９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９４２９５ 的中 �� １７１６９（４番人気）�� １５１６３（６番人気）�� １１６４０（１１番人気）
３連複票数 計１９６７６３７ 的中 ��� ２９１３４（１１番人気）
３連単票数 計４４３０５０９ 的中 ��� １２２３０（５７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１０．９―１１．２―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３３．９―４５．１―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノプライド �
�
父 セイウンスカイ �

�
母父 ビシヨツプボブ デビュー ２００６．８．２０ 札幌２着

２００４．５．９生 牡４芦 母 ブランドアート 母母 ニシノアート １５戦４勝 賞金 ５９，７９５，０００円
〔制裁〕 レヴリ号の騎手江田照男は，馬場入場に遅れたことについて過怠金１０，０００円。
※出走取消馬 テイエムポイント号（疾病〔肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１７頭 アルヴィス号・アーバンストリート号・エネルマオー号・コパノスケ号・サインゴールド号・サーキットレディ号・

タカラタロウ号・ノーザンキッズ号・バルバレスコ号・ヒシハイグレード号・ベルモントプロテア号・
ホエールシャーク号・マルカジーク号・メイショウディオ号・モエレフィールド号・モルトグランデ号・
ラブアクチュアリー号

※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。



０８０５９ ４月１２日 晴 良 （２０中山３）第５日 第１１競走 ��
��１，６００�第２６回ニュージーランドトロフィー（ＪｐｎⅡ）

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 １，１７６，０００円 ３３６，０００円 １６８，０００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
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

２４ サトノプログレス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 様似 �村 伸一 ５０６－ ２１：３５．０ １８．０�

６１１� エーシンフォワード 牡３鹿 ５６ 和田 竜二平井 宏承氏 西園 正都 米 Edition Farm ４６８－ ２１：３５．１� １７．４�
４７ アサクサダンディ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７４－ ２ 〃 アタマ ４．７�
８１６ ホッカイカンティ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩�北海牧場 柴田 政人 門別 北海牧場 ４９８＋ ４１：３５．２クビ ２６．５�
８１５ レオマイスター 牡３栗 ５６ 北村 宏司�レオ 古賀 慎明 門別 若林 武雄 ４８６－ ８ 〃 ハナ １０２．１�
４８ ロードバリオス 牡３青 ５６ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４３８＋ ４ 〃 アタマ ２５．８	
６１２� ダノンゴーゴー 牡３栗 ５６ 武 豊�ダノックス 橋口弘次郎 米

Jayeff “B” Sta-
bles & Rey-
nolds Bell Jr.

４５８－ ２１：３５．４１ ５．６

２３ ダンツキッスイ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二山元 哲二氏 橋本 寿正 浦河 丸幸小林牧場 ４９６－ ６ 〃 クビ ９．１�
３５ タマモスクワート 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人タマモ� 中川 公成 新冠 対馬 正 ４７２－ ４１：３５．６１ １２２．５�
７１４ アポロラムセス 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４８８＋ ４１：３５．９１� １２０．１
５１０ メジロガストン 牡３青鹿５６ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４８８＋ ８１：３６．０� １６９．０�
７１３� ゴスホークケン 牡３黒鹿５６ 内田 博幸藤田与志男氏 斎藤 誠 米 Four Horse-

men’s Ranch ５２８＋１０ 〃 アタマ ２．３�
３６ アロマキャンドル 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：３６．１クビ ４０．５�
５９ アポロフェニックス 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４６４－１８１：３６．６３ ６３．３�
１１ スペシャルブレイド 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４３４－ ４１：３６．９２ ３３．０�
１２ リーサムクラウン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春平田友里恵氏 大江原 哲 新冠 川上 悦夫 ４７６－ ４ （競走中止） ３１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０６，２９４，０００円 複勝： １３４，０６８，４００円 枠連： １１６，４１６，２００円

普通馬連： ６１９，１２０，４００円 馬単： ３６１，５３９，６００円 ワイド【拡大馬連】： １４１，２４４，５００円

３連複： ６１３，９９５，２００円 ３連単： １，３３４，８０４，９００円 計： ３，４２７，４８３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８００円 複 勝 � ３３０円 � ３６０円 � １７０円 枠 連（２－６） ９４０円

普通馬連 �� ７，１８０円 馬 単 �� １７，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６５０円 �� ７３０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ８，０８０円 ３ 連 単 ��� ７６，４３０円

票 数

単勝票数 計１０６２９４０ 的中 � ４６５４５（６番人気）
複勝票数 計１３４０６８４ 的中 � ９３９６３（５番人気）� ８４３０９（６番人気）� ２７７１４９（２番人気）
枠連票数 計１１６４１６２ 的中 （２－６） ９２２５１（５番人気）
普通馬連票数 計６１９１２０４ 的中 �� ６３７１６（２３番人気）
馬単票数 計３６１５３９６ 的中 �� １５１０３（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４１２４４５ 的中 �� ２０４４１（１９番人気）�� ４９５７９（５番人気）�� ３３０２８（１０番人気）
３連複票数 計６１３９９５２ 的中 ��� ５６０８３（２３番人気）
３連単票数 計１３３４８０４９ 的中 ��� １２８９０（２１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３４．５―４５．９―５７．７―１：０９．７―１：２２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．１―３F３７．３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノプログレス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Royal Academy デビュー ２００７．１０．２８ 東京３着

２００５．３．２生 牡３鹿 母 トウヨウロイヤル 母母 オーミディア ７戦３勝 賞金 ７４，４７６，０００円
〔競走中止〕 リーサムクラウン号は，競走中に疾病〔右第３中足骨複骨折〕を発症したため３コーナーで競走中止。
※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。
（非抽選馬） １頭 メスナー号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりサトノプログレス号・エーシンフォワード号・アサクサダンディ号は，NHKマイルカップ（JpnⅠ）競走に優
先出走できる。



０８０６０ ４月１２日 晴 稍重 （２０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）

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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

２４ ブラックシャドウ 牡５青 ５７ 蛯名 正義田畑 法賢氏 田中 清隆 新冠 川上 悦夫 ５３２－ ６１：１１．４ ２．９�

７１３ ジェイケイセラヴィ �４鹿 ５７ 横山 典弘小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４８２－ ２１：１１．５� ２．５�
８１６ ジェイケイボストン �５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 B５１６± ０ 〃 アタマ １６．２�
４７ ピサノヨシツネ 牡６栗 ５７

５４ ▲三浦 皇成市川 義美氏 河野 通文 新冠 松浦牧場 ５１６＋ ８１：１１．７１� ６．０�
６１１ イチライタッチ 牡６黒鹿５７ 吉永 護市来 静夫氏 天間 昭一 浦河 鈴木 武蔵 ４９０－ ２１：１２．１２� ４３．１�
８１５ スキマチェリー 牡４栗 ５７ 大庭 和弥チエリー商事� 嶋田 功 三石 嶋田牧場 ５０２＋ ４１：１２．３１ １５６．２�
５１０ カフェリバティー 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣西川 光一氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム ５３０－ ４ 〃 クビ ２３．７	
５９ マグネティックマン 牡８青鹿５７ 田中 剛
ターフ・スポート天間 昭一 浦河 ミルファーム ４７８－ ６ 〃 ハナ ２４．０�
３５ バンダムロッシ 牡７鹿 ５７ 柴山 雄一山科 統氏 小林 常泰 三石 下屋敷牧場 B４５４－ ６１：１２．６１� ２６８．５�
３６ グローバルボンバー 牡７鹿 ５７ 小野 次郎杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４７６－１０１：１２．７� ３３．７
７１４	 レオベルリン 牡７鹿 ５７ 五十嵐雄祐田中 博之氏 田子 冬樹 浦河 惣田 英幸 ４９４± ０１：１２．８クビ １３２．０�
１２ マイティシルバー 牡６鹿 ５７

５６ ☆田中 博康世賀 聖啓氏 領家 政蔵 静内 静内酒井牧場 ４６０＋ ４１：１３．１２ ５２．４�
１１ ザップトウショウ 牝７鹿 ５５ 小林 淳一トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７６－ ４１：１３．２� ９７．６�
４８ モンプティクール 牝５芦 ５５

５２ ▲黛 弘人 
キャロットファーム 大江原 哲 早来 ノーザンファーム ４６２＋１４ 〃 ハナ ４３．２�
２３ アポロアパッチ 牡４青 ５７ 池田 鉄平アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 静内 谷岡 正次 ４７０＋ ２１：１３．３� １１７．９�
６１２ フジマサゴールド 牡５鹿 ５７ 内田 博幸藤原 正一氏 菊川 正達 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ５１６＋ ６１：１３．４クビ １６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，９６６，１００円 複勝： ４５，００３，９００円 枠連： ４７，７９１，５００円

普通馬連： １９３，６９８，５００円 馬単： １３８，６０２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，２２３，９００円

３連複： １７５，４９０，４００円 ３連単： ４３６，６００，０００円 計： １，１２３，３７６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ２５０円 枠 連（２－７） ３４０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ５４０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，３２０円 ３ 連 単 ��� ４，９００円

票 数

単勝票数 計 ３９９６６１ 的中 � １１０５０５（２番人気）
複勝票数 計 ４５００３９ 的中 � １０４８２１（２番人気）� １１５３９０（１番人気）� ３３４６６（４番人気）
枠連票数 計 ４７７９１５ 的中 （２－７） １０６３６０（１番人気）
普通馬連票数 計１９３６９８５ 的中 �� ４２７０９６（１番人気）
馬単票数 計１３８６０２１ 的中 �� １４１７４０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６２２３９ 的中 �� ７８３６９（１番人気）�� １８２３２（５番人気）�� ２０３６１（４番人気）
３連複票数 計１７５４９０４ 的中 ��� ９８５２１（２番人気）
３連単票数 計４３６６０００ 的中 ��� ６５７７５（６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．３―１１．３―１１．８―１２．２―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２２．８―３４．１―４５．９―５８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．３
３ ４，２－（１３，１５，１６）（１，３，９，１２）８，５，１１－（７，１０，６）１４ ４ ４－（２，１５，１６）－（１３，３，９）（１，１２）５（７，８，１１）（１０，６）－１４

勝馬の
紹 介

ブラックシャドウ �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 Green Desert デビュー ２００５．７．３１ 新潟２着

２００３．４．８生 牡５青 母 トーヨーラクーン 母母 ラ ク ー ン １３戦４勝 賞金 ４８，８９９，０００円
〔制裁〕 モンプティクール号の騎手黛弘人は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２０頭 アドマイヤドゴール号・イブキゴルデルゼ号・オポテューニティ号・キングオブハイシー号・キーレター号・

グレースエポナ号・ケイアイスカイ号・ケイアイスパイダー号・シルキーキュート号・スパーブスピリット号・
ゼンノリヴァーサル号・ティティボス号・トウショウガナー号・トワイニングイモン号・プレンティラヴ号・
ホワイトヴェール号・マルタラヴ号・メジロターキッシュ号・リーズレセプション号・ワンダープロ号



（２０中山３）第５日 ４月１２日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７７頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２９０，１５０，０００円
２，１３０，０００円
２１，９２０，０００円
２，７４０，０００円
３１，４９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，７２７，５００円
５，４０４，２００円
１，７８７，７００円

勝馬投票券売得金
３９３，９７３，０００円
５４５，５６５，１００円
４５５，８７６，６００円
１，８６８，３６５，０００円
１，３５３，８０１，０００円
４６５，３１０，２００円
２，０３０，４７０，４００円
２，５７１，４４５，３００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 ９，６８４，８０６，６００円

総入場人員 ２９，４２３名 （有料入場人員 ２７，６９７名）




