
０８０７３ ４月１９日 曇 不良 （２０中山３）第７日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走９時５５分（番組第３競走を順序変更） （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

５５ マイネルフォルザ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 惣田 英幸 ４９６＋ ６１：５６．２ １．９�

７７ アンブロークン 牡３青鹿５６ 鷹野 宏史広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 B４６４－ ２ 〃 クビ ５．３�
８８ ダンシングゴールド 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹�グランド牧場 �田 研二 静内 グランド牧場 B５０２－ ８１：５６．３� １２．８�
６６ ミンナデワンダー �３栗 ５６ 吉田 豊櫻井 正氏 和田 正道 浦河 モトスファーム ４５８＋ ８１：５７．１５ ７．０�
３３ ハクサンレジェンド 牡３栗 ５６ 五十嵐雄祐篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 門別 里深 牧場 ４３６＋ ２１：５８．８大差 ６５．６	
１１ エーシンペースワン 牡３芦 ５６ 蛯名 正義平井 宏承氏 久保田貴士 浦河 栄進牧場 ４５４＋ ６１：５９．１２ ３．８

２２ オンワードフィール 牡３栗 ５６ 郷原 洋司�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ４７６＋ １１：５９．５２� ４８．９�
４４ ロイヤルビスティー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣ビスティーズホース

ユニオン 大江原 哲 三石 中田 英樹 ４６０± ０２：０３．６大差 ４５．１�

（８頭）

売 得 金

単勝： １４，１８１，１００円 複勝： １９，２５３，５００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ５２，８８９，３００円 馬単： ５９，７６２，９００円 ワイド【拡大馬連】： １３，８０７，８００円

３連複： ６８，３８７，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２２８，２８１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ２１０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ３５０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４１８１１ 的中 � ５９５１７（１番人気）
複勝票数 計 １９２５３５ 的中 � ７３５６５（１番人気）� ２８１０４（４番人気）� １６３１２（５番人気）
普通馬連票数 計 ５２８８９３ 的中 �� ７１６２２（３番人気）
馬単票数 計 ５９７６２９ 的中 �� ４９２１８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３８０７８ 的中 �� １６０６９（３番人気）�� ９９０７（５番人気）�� ４４８８（１０番人気）
３連複票数 計 ６８３８７２ 的中 ��� ３８１４１（６番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．３―１２．８―１２．７―１２．１―１２．３―１２．８―１３．６―１４．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．４―３８．２―５０．９―１：０３．０―１：１５．３―１：２８．１―１：４１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．２―３F４０．９
１
３
１（５，７）（６，４）８，３，２・（１，５，７）（６，８）＝（３，２）＝４

２
４

・（１，５）（６，７）（４，８）－（３，２）・（５，７，８）（１，６）＝２，３＝４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルフォルザ 
�
父 サウスヴィグラス 

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００７．１１．３ 東京７着

２００５．３．２８生 牡３栗 母 アメイジング 母母 イブキロングラン ７戦１勝 賞金 ９，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロイヤルビスティー号は，平成２０年５月１９日まで平地競走に出走できない。



０８０７４ ４月１９日 曇 不良 （２０中山３）第７日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時２５分（番組第１競走を順序変更） （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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７８ ヨンハキッス 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義三宅 勝俊氏 中川 公成 三石 斉藤スタッド ４３６－ ４１：５５．９ １４．６�

８１０ クリスビスティー 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹ビスティーズホース
ユニオン 大江原 哲 早来 ノーザンファーム B５０６－ ２ 〃 クビ ５．７�

５５ エレガントフラッグ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春森口�一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム B４５８＋ ２１：５６．０� ３．３�
２２ ジャスミンローズ 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９８－２４１：５６．３２ ３．７�
１１ モアスマイル 牝３鹿 ５４ 内田 博幸飯田 正剛氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４２８－ ２１：５６．４� ４．５�
３３ レッドウッド 牝３栗 ５４ 柴田 善臣野口 弘司氏 菊川 正達 新冠 竹中牧場 ４８８＋ ２１：５６．６１� ２０．８�
６６ サマーアンサンブル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一セゾンレースホース	 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４１２± ０１：５６．８１� ５３．３

４４ カフェアメリカン 牝３黒鹿５４ 松岡 正海渡邊 隆氏 手塚 貴久 門別 前川ファーム ４６０＋ ２１：５７．０� ７．５�
８９ クレメントベアード 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥坂田 行夫氏 西塚 安夫 浦河 山勝牧場 ４５６－１２１：５９．３大差 ６０．８�
７７ バックシャン 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太田島榮二郎氏 谷原 義明 門別 サンシャイン

牧場 ４７４＋１２１：５９．９３� １５１．８
（大井）

（１０頭）

売 得 金

単勝： １３，４８１，４００円 複勝： １８，６６０，６００円 枠連： １３，１５６，３００円

普通馬連： ６０，２２６，４００円 馬単： ６２，８８８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １４，９４４，７００円

３連複： ７８，７８０，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２６２，１３８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４６０円 複 勝 � ３５０円 � １９０円 � １４０円 枠 連（７－８） ２，５１０円

普通馬連 �� ３，５１０円 馬 単 �� ９，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０４０円 �� ７７０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ３，７７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３４８１４ 的中 � ７２８５（６番人気）
複勝票数 計 １８６６０６ 的中 � １０６３５（７番人気）� ２５５５３（４番人気）� ４４５７８（１番人気）
枠連票数 計 １３１５６３ 的中 （７－８） ３８７６（１２番人気）
普通馬連票数 計 ６０２２６４ 的中 �� １２６８９（１５番人気）
馬単票数 計 ６２８８８８ 的中 �� ４８６９（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４９４４７ 的中 �� ３３６９（１７番人気）�� ４７４１（１１番人気）�� ９０２５（５番人気）
３連複票数 計 ７８７８０７ 的中 ��� １５４３１（１６番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．４―１３．６―１３．７―１２．０―１１．６―１２．５―１３．０―１４．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２５．０―３８．６―５２．３―１：０４．３―１：１５．９―１：２８．４―１：４１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F４０．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

ヨンハキッス �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．１０．２７ 東京２着

２００５．４．１０生 牝３黒鹿 母 ブライアンズキッス 母母 リトルキッス ６戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
※レッドウッド号は，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。



０８０７５ ４月１９日 曇 不良 （２０中山３）第７日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時５５分（番組第２競走を順序変更） （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

８１１ ゲ ン ス イ 牡３栗 ５６ 内田 博幸中村 政勝氏 本間 忍 青森 明成牧場 ５０４－ ４１：１１．１ １．９�

２２ ジーピーチャッキー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�グランプリ 加藤 征弘 新冠 ラツキー牧場 ４７２－ ２１：１２．１６ １０．４�
３３ リフレックス 牡３栗 ５６ 鈴来 直人�木村牧場 鈴木 伸尋 門別 木村牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ ２．４�
６７ ローレルウェンス 牡３鹿 ５６ 江田 照男 �ローレルレーシング 菊川 正達 新冠 村田牧場 B４６２－ ４１：１２．６３ ２０．２�
４４ フルコンプリート 牡３鹿 ５６ 岩部 純二田中 博之氏 萱野 浩二 浦河 山田 昇史 ４８４± ０ 〃 クビ １６．３�
６６ マ ス ヒ ミ コ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一上田 忠男氏 畠山 重則 穂別 小林 孝幸 ４０６－ ８１：１３．２３� ２３２．８	
８１０ エクサイズタックス 牡３鹿 ５６ 柄崎 将寿加藤 信之氏 内藤 一雄 静内

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

５００＋１４１：１３．４１� １１０．１

５５ ソフィアクィン 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人浦新 �司氏 小林 常泰 門別 浦新 徳司 ４６２± ０１：１４．１４ ８５．８�
７９ ムービングシチー 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 静内 出羽牧場 B４７６－ ２１：１４．７３� ８１．５�

（大井）

１１ リリークラウン 牝３芦 ５４ 松岡 正海飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 B５０８＋１０ 〃 クビ ３２．０
７８ ロマンフィールズ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥小野 博郷氏 石栗 龍彦 鵡川 新井牧場 ４３０－ ４１：１５．０２ １０４．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １９，７０４，４００円 複勝： ３７，１８４，８００円 枠連： １７，０９３，０００円

普通馬連： ７４，９９４，６００円 馬単： ９２，４５２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，２０５，６００円

３連複： １０７，２６５，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３６９，９００，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １１０円 枠 連（２－８） ７４０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� １，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� １１０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ３９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９７０４４ 的中 � ８５２４０（１番人気）
複勝票数 計 ３７１８４８ 的中 � １９５４４５（１番人気）� ２０５２６（３番人気）� １０４２８７（２番人気）
枠連票数 計 １７０９３０ 的中 （２－８） １７１８０（２番人気）
普通馬連票数 計 ７４９９４６ 的中 �� ５８５７６（２番人気）
馬単票数 計 ９２４５２８ 的中 �� ５７６６３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１２０５６ 的中 �� １６４０４（２番人気）�� ７７４２１（１番人気）�� １３３２０（３番人気）
３連複票数 計１０７２６５６ 的中 ��� ２０３５７２（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．０―１１．６―１２．３―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．８―３３．８―４５．４―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲ ン ス イ �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 ロイヤルスキー デビュー ２００８．３．２ 中山２着

２００５．４．２生 牡３栗 母 ツ キ ヒ メ 母母 ミスティーバラード ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
※出走取消馬 イナズマスクワート号（疾病〔左前挫跖〕のため）
※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。



０８０７６ ４月１９日 曇 不良 （２０中山３）第７日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時２５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 カワチノオジサン 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝�グランプリ 加藤 征弘 静内 千代田牧場 ４９４－ ２１：１１．２ １．５�

７８ スマートサプライズ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大川 徹氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５８４－ ８１：１１．９４ ８．１�
６６ ストロングアクシス �３鹿 ５６ 内田 博幸泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４８２＋ ４ 〃 クビ ５．５�
８１０ トラブルメーカー 牡３鹿 ５６ 小林 淳一��昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４８２－ ６１：１２．２１� ３５．２�
５５ ローレルスクデット 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太 �ローレルレーシング 松山 将樹 青森 ワールドファーム ４３４＋ ２ 〃 クビ １１．１�

（大井）

３３ トウショウブリーズ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲伊藤 工真トウショウ産業� 古賀 史生 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５００－ ６１：１２．４１ ３４．１	
４４ テンエイファルコン 牡３栗 ５６ 田中 勝春熊坂富寿雄氏 宗像 義忠 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４５４－ ４１：１３．０３� ４１．６

８１１ シ ン モ ン 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥内藤 好江氏 田子 冬樹 静内 平井牧場 ４４６＋ ６１：１３．１� ４６．９�
６７ アカテブクロ 牡３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康栗山 良子氏 武市 康男 浦河 大野牧場 B４７８－ ６１：１３．２� ２０．１�
７９ クリーンピカタン 牡３黒鹿５６ 江田 照男石橋 和夫氏 星野 忍 三石 澤田 嘉隆 ４６４－１２１：１４．８１０ ６０．０
２２ ディーエスハンター 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一秋谷 壽之氏 成島 英春 三石 谷口育成牧場 ４７２ ― 〃 アタマ １６０．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，２５４，９００円 複勝： ４５，９６２，３００円 枠連： １８，５４３，７００円

普通馬連： ７０，５７２，６００円 馬単： ９０，２４２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７０２，３００円

３連複： １０３，６１３，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３７１，８９１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（１－７） ４５０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� １７０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２２５４９ 的中 � １２２１０３（１番人気）
複勝票数 計 ４５９６２３ 的中 � ３１４６６７（１番人気）� ２５８５７（４番人気）� ３９８０８（２番人気）
枠連票数 計 １８５４３７ 的中 （１－７） ３０７０２（２番人気）
普通馬連票数 計 ７０５７２６ 的中 �� １０５６８２（２番人気）
馬単票数 計 ９０２４２６ 的中 �� ９３２０２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７０２３ 的中 �� ２０４７１（３番人気）�� ３７００２（１番人気）�� ８９６３（６番人気）
３連複票数 計１０３６１３２ 的中 ��� １１４９８１（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．４―１１．２―１１．９―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．７―３３．９―４５．８―５８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３７．３
３ ・（１，５）１０，４，８（３，６）－１１－９（２，７） ４ １，５，１０－（４，８）（３，６）－１１－（２，７）９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カワチノオジサン �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００７．９．８ 札幌１０着

２００５．２．８生 牡３青鹿 母 ノベンバースルー 母母 November Snow ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。



０８０７７ ４月１９日 曇 重 （２０中山３）第７日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時１５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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

６１０ ドリームトレジャー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊セゾンレースホース� 阿部 新生 門別 田端牧場 ４５６－ ２１：５３．１ １．８�

３４ マコトボムケッチ 牡３芦 ５６ 蛯名 正義眞壁 明氏 武市 康男 様似 出口 繁夫 ４８８－ ２ 〃 クビ ６．９�
８１４ トップオブオアフ 牡３栗 ５６ 田中 勝春横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 浦河 浦河土肥牧場 ４３８－ ８１：５４．１６ ２３．０�
１１ フルブルーム 牝３栗 ５４ 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４４４－ ８ 〃 ハナ １８．７�
２２ マルタカスカイ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一高橋 義和氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４４０＋ ２１：５４．３１� １２３．３�
８１３� ディアギレフ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 Gerald

Martin ４８６ ―１：５４．６１� ２１．５	
５７ ザサンデーアミフジ 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥内藤 好江氏 浅野洋一郎 茨城 内藤牧場 ４５４－ ２１：５４．８１ ６０．０

６９ ジャストワンルック 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム ４７６ ― 〃 クビ １３．８�
３３ トウカイデリシャス 牝３黒鹿５４ 小林 淳一内村 正則氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４６４－ ２１：５４．９� ８．３�
４６ エヌティースター 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 石栗 龍彦 新冠 中本牧場 ４５８－ ４１：５５．０クビ １３８．１
（大井）

４５ アサヒバイブル 牝３鹿 ５４ 柄崎 将寿久野 正弘氏 内藤 一雄 門別 白井牧場 ４３６＋ ２１：５５．１� １２６．９�
７１２ ラヴマリッジ 牝３鹿 ５４ 江田 照男 �社台レースホース鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４７６＋ ２１：５５．２� ４０．４�
７１１ クインマキシマム 牝３栗 ５４ 村田 一誠保谷フミ子氏 矢野 照正 新冠 守矢牧場 ４２４－ ４１：５５．６２� ４１．３�
５８ マ リ ス カ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣細川祐季子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４５８－ ４１：５５．７� ７．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，６５８，０００円 複勝： ２７，１３４，４００円 枠連： ２４，５４７，９００円

普通馬連： ７２，２０３，０００円 馬単： ８０，４２８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３９３，１００円

３連複： １０６，８５１，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３５２，２１６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ３４０円 枠 連（３－６） ３２０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ５２０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� ３，１５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９６５８０ 的中 � ８６８３８（１番人気）
複勝票数 計 ２７１３４４ 的中 � １２２５２５（１番人気）� ２８５５５（２番人気）� １２０９３（７番人気）
枠連票数 計 ２４５４７９ 的中 （３－６） ５７１６４（１番人気）
普通馬連票数 計 ７２２０３０ 的中 �� ６９６４６（３番人気）
馬単票数 計 ８０４２８７ 的中 �� ５８０７４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３９３１ 的中 �� １７８５７（３番人気）�� １０１３５（５番人気）�� ３０６５（１８番人気）
３連複票数 計１０６８５１５ 的中 ��� ２５０４８（１２番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．２―１１．９―１２．４―１２．４―１２．８―１２．６―１２．７―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．３―３７．２―４９．６―１：０２．０―１：１４．８―１：２７．４―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．３
１
３

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

・（４，１４）（１２，１３）１，８（３，１０）７－２，１１（９，６）－５・（４，１４）（１，１３，１０）３（８，２）７（１２，９，６）（５，１１）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームトレジャー �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１１．４ 東京５着

２００５．５．９生 牡３鹿 母 キミホウセキ 母母 オ ロ ー ル ８戦１勝 賞金 ８，３００，０００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。



０８０７８ ４月１９日 曇 重 （２０中山３）第７日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時４５分 （芝・右・外）

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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

８１０ キョウエイストーム 牡３芦 ５６ 村田 一誠田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ３９８－ ６１：３９．４ ２８．６�

３３ オメガファルコン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５０２＋ ４１：３９．５� ３．０�
２２ エアキリヤン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４６－ ４ 〃 クビ ４．８�
７８ セイウンバリュー 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝西山 茂行氏 浅野洋一郎 浦河 畔高牧場 ４２２± ０１：３９．７１� １７．２�
４４ タケショウオージ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４５０± ０ 〃 アタマ ３．５�
１１ プリマフォルツァ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４２４± ０１：４０．０１� ９．５	
５５ コスモポッケ 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４４４± ０１：４０．２１� ６．５


（大井）

８１１ マイネフルーレ 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 門別 戸川牧場 ４３８＋ ２１：４０．６２� １７．２�

７９ ナリタアタッカー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�オースミ 的場 均 新冠 的場牧場 ４８０－ ４１：４０．７クビ ８５．６�
６６ ボーデンゼー 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹坂田 行夫氏 粕谷 昌央 新冠 八木 常郎 ４２４－ ６１：４１．２３ ９６．８
６７ � エスペシアル 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４５８＋１２ 〃 アタマ ２１０．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，６０３，８００円 複勝： ２５，２８６，９００円 枠連： ２０，１８１，７００円

普通馬連： ７５，７３２，６００円 馬単： ７６，６２５，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９５９，２００円

３連複： １０１，５２２，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３３５，９１２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８６０円 複 勝 � ７２０円 � １５０円 � ２００円 枠 連（３－８） １，２００円

普通馬連 �� ３，３１０円 馬 単 �� ９，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１３０円 �� １，７８０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ６，８８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７６０３８ 的中 � ４８５１（８番人気）
複勝票数 計 ２５２８６９ 的中 � ６５６９（８番人気）� ５７９５３（１番人気）� ３５１７６（４番人気）
枠連票数 計 ２０１８１７ 的中 （３－８） １２４５０（６番人気）
普通馬連票数 計 ７５７３２６ 的中 �� １６９１９（１５番人気）
馬単票数 計 ７６６２５９ 的中 �� ６２５０（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９５９２ 的中 �� ３９６９（１６番人気）�� ２４５７（２５番人気）�� １２８８２（４番人気）
３連複票数 計１０１５２２３ 的中 ��� １０８９２（２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２５．６―３８．０―５０．７―１：０３．５―１：１５．４―１：２７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．７―３F３５．９

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

勝馬の
紹 介

キョウエイストーム �
�
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 ２００７．１２．８ 中山３着

２００５．５．１８生 牡３芦 母 レガシーパーパス 母母 レガシーフィールド ４戦２勝 賞金 １５，８００，０００円
〔制裁〕 エアキリヤン号の騎手田中勝春は，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。
※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。



０８０７９ ４月１９日 曇 不良 （２０中山３）第７日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１５分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

５８ ヒカリマーガレット 牝４栗 ５５ 内田 博幸當山 �則氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４７０± ０１：１１．８ １．７�

２２ � カウントオンミー 牝５黒鹿５５ 柴山 雄一木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４７４＋２６ 〃 アタマ １３．８�
５９ ケルティックハープ 牝４栗 ５５ 松岡 正海セゾンレースホース� 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６＋１０１：１２．０１� １９．６�
３４ ヤマニンプロローグ 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝土井 肇氏 佐々木亜良 新冠 錦岡牧場 B５０４＋ ８ 〃 アタマ ７．０�
６１０ ペイアテンション 牝４鹿 ５５ 戸崎 圭太鈴木 芳夫氏 平井 雄二 三石 嶋田牧場 ５２６＋ ４１：１２．１クビ １１．５�

（大井）

４７ オンシジューム 牝５栗 ５５
５４ ☆田中 博康 	キャロットファーム 秋山 雅一 白老 白老ファーム ４３６－１０１：１２．４１� １５．３


７１２� レアシルウィア 牝５鹿 ５５ 吉田 豊下井 道博氏 石栗 龍彦 浦河 東栄牧場 ５２６＋１６ 〃 クビ ４７．５�
２３ コアレスキャスト 牝５芦 ５５ 小林 淳一小林 昌志氏 成島 英春 平取 コアレススタッド ４６４± ０１：１２．５クビ １８．３�
７１３� ウエストリリー 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥中村 雅信氏 鈴木 勝美 静内 西村 和夫 ３９６－ ２１：１２．７１� １３５．７
８１４ リ ヒ タ ー 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 ４９０＋１２１：１２．８� ９．３�
８１５ ウエストライン 牝４青鹿５５ 田中 勝春水上ふじ子氏 嶋田 潤 静内 塚田 達明 ４３４＋１８１：１２．９クビ ８５．７�
６１１ ジパングエンジェル 牝７鹿 ５５ 田面木博公吉野 吉晴氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４７２＋１２ 〃 ハナ １９５．５�
４６ ア ヤ メ 牝４黒鹿５５ 江田 照男 �ローレルレーシング 矢野 照正 門別 白井牧場 ４９８＋ ６１：１３．２２ ４３．５�
３５ ブンブンブン 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹	グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 B４７２＋ ４１：１３．５２ １８２．０�
１１ � スズカエンジェル 牝４鹿 ５５ 伊藤 直人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４６６＋ ４１：１４．１３� １０４．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，７０９，０００円 複勝： ３１，１９９，４００円 枠連： ２５，８３５，５００円

普通馬連： １０７，８１０，０００円 馬単： ９１，６７９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，０６４，８００円

３連複： １３０，５８７，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４３９，８８５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � ３７０円 � ３６０円 枠 連（２－５） ５９０円

普通馬連 �� １，１８０円 馬 単 �� １，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ５５０円 �� ２，６５０円

３ 連 複 ��� ４，３１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６７０９０ 的中 � １２６７９１（１番人気）
複勝票数 計 ３１１９９４ 的中 � １１６５０９（１番人気）� １５４０８（８番人気）� １６１３２（６番人気）
枠連票数 計 ２５８３５５ 的中 （２－５） ３２４７２（３番人気）
普通馬連票数 計１０７８１００ 的中 �� ６７８５９（５番人気）
馬単票数 計 ９１６７９０ 的中 �� ３６４３０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６０６４８ 的中 �� １０７０３（７番人気）�� １２２３４（６番人気）�� ２２５２（３１番人気）
３連複票数 計１３０５８７９ 的中 ��� ２２４０６（１５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．３―１２．０―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．８―３４．１―４６．１―５８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．７
３ ・（２，１０）１２（９，８，１４）（４，５）１５（３，６）（１１，１３，７）－１ ４ ・（２，１０）（９，１２）（８，１４）（４，５）１５（３，６）（１１，７）１３＝１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒカリマーガレット �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Woodman デビュー ２００６．１２．１０ 中山１着

２００４．３．２６生 牝４栗 母 タヤスメモリー 母母 アストレアⅡ １０戦２勝 賞金 ２３，４００，０００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。



０８０８０ ４月１９日 曇 重 （２０中山３）第７日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時４５分 （芝・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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

８１０ ユ メ ロ マ ン 牡６鹿 ５７ 田中 勝春田中 春美氏 宗像 義忠 静内 北海道静内農
業高等学校 ４６４－１２２：０４．５ ３．８�

２２ マイネルビジュー 牡４栗 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小笠 倫弘 浦河 丸村村下

ファーム ４５８＋１０２：０４．７１� ８．１�
１１ ハリーアップ 牡４芦 ５７ 田中 剛首藤 徳氏 小島 太 浦河 小池 博幸 ４７８± ０２：０５．３３� ４．２�
７９ ノボタイタン 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥�LS.M 西塚 安夫 浦河 高昭牧場 ５０２＋ ６２：０５．７２� ２３．０�
６７ ディアーウィッシュ 牡４鹿 ５７

５６ ☆田中 博康臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ５１８－ ４２：０５．８	 ２．８�
３３ 
� ダイワオージー 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹大城 敬三氏 嶋田 功 豪 Katom, Chel-

ston Ireland Ltd ４９２＋ ２２：０６．４３� ３０．２�
４４ デ ル マ ア ン 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一浅沼 廣幸氏 高橋 義博 門別 ファニーヒルファーム ４６４＋１２２：０６．７１	 ５８．１	
８１１
 シーレイダース 牡４鹿 ５７ 内田 博幸山本 英俊氏 鹿戸 雄一 愛 Lynch Bages And

Ocean Bloodstock ４８６－ ６２：０７．５５ １８．０

６６ � シルクバリアント 牡４栗 ５７ 江田 照男有限会社シルク星野 忍 新冠 ラツキー牧場 ４８０－１１２：０７．６	 ２６．６�
７８ ジョウノパンジー 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣小川 義勝氏 古賀 慎明 門別 三城牧場 ４３６＋ ６２：０７．７	 １７．２�
５５ � ホールドマイラヴ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊山田 弘氏 高木 登 門別 インターナシヨナル牧場 ４６６－１８２：０９．２９ ４８．６

（１１頭）

売 得 金

単勝： １９，９９９，０００円 複勝： ２３，９００，８００円 枠連： ２１，４５３，８００円

普通馬連： ９１，７１３，２００円 馬単： ８６，２６７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６８３，７００円

３連複： １１５，３８０，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３８０，３９８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � ２４０円 � １６０円 枠 連（２－８） １，４４０円

普通馬連 �� １，６１０円 馬 単 �� ３，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ４００円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ２，２７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９９９９０ 的中 � ４２３９８（２番人気）
複勝票数 計 ２３９００８ 的中 � ４０８８９（３番人気）� ２３２２３（４番人気）� ４３４３９（２番人気）
枠連票数 計 ２１４５３８ 的中 （２－８） １１０４２（７番人気）
普通馬連票数 計 ９１７１３２ 的中 �� ４２１９５（５番人気）
馬単票数 計 ８６２６７７ 的中 �� ２０２２０（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６８３７ 的中 �� ８７９８（７番人気）�� １４２４９（３番人気）�� ９０５４（６番人気）
３連複票数 計１１５３８０２ 的中 ��� ３７６３８（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．８―３７．２―４９．５―１：０１．９―１：１４．０―１：２６．１―１：３８．６―１：５１．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ユ メ ロ マ ン �
�
父 ジ ェ ネ ラ ス �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００５．２．１３ 東京１着

２００２．４．５生 牡６鹿 母 サクラトキメキ 母母 サクラエンドレス ２２戦３勝 賞金 ４５，１１０，０００円



０８０８１ ４月１９日 曇 重 （２０中山３）第７日 第９競走 ��
��２，０００�

や ま ふ じ

山 藤 賞
発走１４時２０分 （芝・右）

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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

４４ ド ッ ト コ ム 牡３鹿 ５６ 松岡 正海青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４６８－ ２２：０５．４ ４．６�

２２ ヒシクローザー 牡３青 ５６ 加藤士津八阿部雅一郎氏 加藤 和宏 静内 谷岡 正次 ５０６－ ４ 〃 クビ ２２．１�
７７ コスモスパロウ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 �ビッグレッドファーム 中野 隆良 門別 佐々木牧場 ４８０－ ４２：０５．５� ２５．５�
８９ マイネルフェスタ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 平取 船越 伸也 ５０４± ０２：０５．８１� １３．０�
７８ リノーンリーズン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣村中 徳広氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 ４８８± ０２：０６．１１� ５．７�
５５ コスモザガリア 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 門別 庫宝牧場 ４９２＋ ８ 〃 クビ １３．０	
３３ オーロマイスター 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 三石 追分ファーム ４９４± ０２：０６．２� ３．３

１１ ダイワアンリ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸大城 敬三氏 上原 博之 静内 千代田牧場 ４８２－ ２２：０７．２６ ３７．１�
６６ ポリバレント 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 新冠 森 牧場 ４７６－ ４２：０７．４１� ３．５�
８１０� プ レ シ ャ ス 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太林 明道氏 河津 裕昭 穂別 大頭 忠典 ４９２－ ６２：０８．５７ １１２．８

（川崎） （大井）

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２９，０７６，６００円 複勝： ３９，１５９，６００円 枠連： ２５，４５６，７００円

普通馬連： １３１，６４８，２００円 馬単： ９３，３４０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，３９６，１００円

３連複： １１７，８７７，７００円 ３連単： ３２９，２２６，４００円 計： ７９５，１８１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � ５５０円 � ６４０円 枠 連（２－４） ４，５１０円

普通馬連 �� ４，２６０円 馬 単 �� ７，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� １，４７０円 �� １，９６０円

３ 連 複 ��� １７，２５０円 ３ 連 単 ��� １０２，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２９０７６６ 的中 � ５０４１４（３番人気）
複勝票数 計 ３９１５９６ 的中 � ６７７８９（３番人気）� １６６８２（７番人気）� １４１２７（８番人気）
枠連票数 計 ２５４５６７ 的中 （２－４） ４１６８（１９番人気）
普通馬連票数 計１３１６４８２ 的中 �� ２２８３２（１９番人気）
馬単票数 計 ９３３４０５ 的中 �� ８９７１（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９３９６１ 的中 �� ６９５８（１５番人気）�� ４９１２（２０番人気）�� ３６４２（２６番人気）
３連複票数 計１１７８７７７ 的中 ��� ５０４６（５７番人気）
３連単票数 計３２９２２６４ 的中 ��� ２３７０（３０５番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．２―１３．１―１３．２―１３．２―１２．３―１２．０―１１．９―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２５．０―３８．１―５１．３―１：０４．５―１：１６．８―１：２８．８―１：４０．７―１：５２．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ド ッ ト コ ム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００７．１２．２ 中山１着

２００５．４．１６生 牡３鹿 母 ビューチフルドラマ 母母 ビューチフルロマン ７戦２勝 賞金 ２６，０１１，０００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。



０８０８２ ４月１９日 曇 不良 （２０中山３）第７日 第１０競走 ��
��１，８００�

そ う ぶ

総武ステークス
発走１４時５５分 （ダート・右）

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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

１２ タガノエクリプス 牡５青 ５７ 蛯名 正義八木 良司氏 川村 禎彦 千歳 社台ファーム ５１６＋ ８１：５０．９ ８．２�

８１５ パピヨンシチー 牡５黒鹿５７ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 静内 カタオカフアーム ４３４± ０１：５１．３２� ７．０�
４８ フリートアドミラル 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ５１２＋ ６１：５１．５� ２．３�
４７ 	 デイフラッシュ 牡６鹿 ５７ 吉田 豊清進電設� 戸田 博文 米 Nancy C.

Shuford B５００± ０１：５１．７１� １８．６�
２３ プログレスエバー 牡５鹿 ５７ 菊地 昇吾橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 大島牧場 ５６４－ ８１：５１．９１
 １８．９�
８１６ サンマルセイコー 牝５黒鹿５５ 勝浦 正樹相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８８± ０１：５２．０� ４７．５�
１１ ヤマタケゴールデン 牡５栗 ５７ 戸崎 圭太山中 和子氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ４８８－ ２１：５２．１� １２．３	

（大井）

３６ ダイワルビア 牡４栗 ５７ 柴田 善臣大城 敬三氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ５２２＋ ６１：５２．４１� ６．１

７１３ ロリンザーユーザー 牡４鹿 ５７ 鷹野 宏史ロイヤルファーム� 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 B５００＋１２ 〃 クビ ４２．２�
６１１ トーセンゴライアス 牡４芦 ５７ 村田 一誠島川 哉氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム ５７２＋ ６１：５２．５クビ ５１．５�
２４ ダイワオンディーヌ 牝５芦 ５５ 江田 照男大城 敬三氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４６６＋１２１：５２．６� ８８．１�
５９ 	 フサイチウィード 牡６鹿 ５７ 田中 剛関口 房朗氏 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs. Char-

les McGinnes ５０６± ０ 〃 ハナ ７６．２�
６１２ ゴッドセンド 牡６黒鹿５７ 郷原 洋司西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４８６－ ４１：５２．７クビ ４９．６�
３５ 	 ダブルブラザー 牡７鹿 ５７ 柴山 雄一藤田与志男氏 岩戸 孝樹 米 Jim Hawkins &

Lois Hawkins ４６０＋ ６１：５２．８� ４２．６�
７１４ ラインドライブ �５鹿 ５７ 五十嵐雄祐草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４７６－ ２ 〃 クビ ２１．２�
５１０ ユ ウ コ ン 牡４鹿 ５７ 田中 勝春小田切有一氏 古賀 慎明 門別 浦新牧場 ４６６± ０１：５９．９大差 ３８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，３６０，３００円 複勝： ５９，５４９，０００円 枠連： ５５，０５４，３００円

普通馬連： ２２５，７９１，９００円 馬単： １４２，４６２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，１３３，６００円

３連複： ２１１，１８８，５００円 ３連単： ４７１，０７３，６００円 計： １，２５４，６１３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２１０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（１－８） １，０６０円

普通馬連 �� ２，２７０円 馬 単 �� ４，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ５４０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，８４０円 ３ 連 単 ��� １３，８５０円

票 数

単勝票数 計 ３７３６０３ 的中 � ３６２８０（４番人気）
複勝票数 計 ５９５４９０ 的中 � ５８３０４（４番人気）� ９０９３１（２番人気）� １６５８４１（１番人気）
枠連票数 計 ５５０５４３ 的中 （１－８） ３８４３７（４番人気）
普通馬連票数 計２２５７９１９ 的中 �� ７３６９５（８番人気）
馬単票数 計１４２４６２７ 的中 �� ２１３０６（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２１３３６ 的中 �� ２２８４５（４番人気）�� ２２９１５（３番人気）�� ４５０９８（１番人気）
３連複票数 計２１１１８８５ 的中 ��� ８５０７５（２番人気）
３連単票数 計４７１０７３６ 的中 ��� ２５１１６（２２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３６．２―４８．４―１：００．１―１：１２．２―１：２４．４―１：３７．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

タガノエクリプス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００５．７．３１ 小倉４着

２００３．４．８生 牡５青 母 サマープロテクター 母母 ダイナマイン ２５戦５勝 賞金 ９８，１６８，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 ヤマタケゴールデン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユウコン号は，平成２０年５月１９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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アクセルホッパー号・イセノイチ号・キングアーサー号・サーチエネミー号・ナムラクック号・ナムラスピード号・

ハルクバニヤン号・パントマイミスト号・フィールドオアシス号・マキバスマイル号
※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。



０８０８３ ４月１９日 曇 重 （２０中山３）第７日 第１１競走
第１０回農林水産省賞典

��４，２５０�中山グランドジャンプ（Ｊ・ＧⅠ）
発走１５時３５分 （芝・外）（国際招待）
４歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，４歳６２�５歳以上６３．５�，牝馬
２�減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 ８０，０００，０００円 ３２，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １２，０００，０００円 ８，０００，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円
参加記念品
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４：４７．０良

４４ マルカラスカル 牡６黒鹿６３．５ 西谷 誠河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４８４－２２４：５７．７ ５．１�

６６ メルシーエイタイム 牡６鹿 ６３．５ 横山 義行永井 康郎氏 武 宏平 静内 田中 裕之 ４７０－ ８４：５９．９大差 ３．１�
１１ テイエムエース 牡５栗 ６３．５ 菊地 昇吾竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４６４－１６５：００．０� １５．８�
５５ マイネルオーパー 牡９黒鹿６３．５ 宗像 徹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 静内 ビツグレツドフアーム ４４８＋ ８５：０３．０大差 ３３．７�
７７ エイシンニーザン 牡６栗 ６３．５ 白浜 雄造平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５０２± ０５：０３．２１ ２．７�
８９ � アラームコール �８鹿 ６３．５ C．ピユー N．ファラオン氏 J．オルテ 仏 M.Naji

Pharaon ４００ ５：０４．７９ ６．４�
（Alarm Call（FR）） （仏） （仏）

２２ � バローネフォンテン 牡８鹿 ６３．５ 柴田 未崎吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 ５１４＋ ２５：０５．７６ ４１．２	
３３ フォレストダンス 牡６栗 ６３．５ 大庭 和弥丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ４６２－ ６５：１０．８大差 ５０．２

８１０� グライディング �８鹿 ６３．５ P．ヤング ブリガドーン・ステーブル D．フォウト 新 J.N.Wallace ４３０ ５：２６．４大差 １８．９�

（Gliding（NZ）） （米） （米）

７８ オートゼウス 牡９黒鹿６３．５ 山本 康志大戸 時子氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４７６－ ６ （競走中止） ６３．５�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ５１，５３５，７００円 複勝： ４８，９０５，１００円 枠連： ５７，３２９，４００円

普通馬連： ２３３，９６６，４００円 馬単： １８９，５１９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，２２３，３００円

３連複： ２２５，３８６，５００円 ３連単： ６６３，５３９，２００円 計： １，５１６，４０５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � ３４０円 枠 連（４－６） ６８０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １，０１０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ２，８２０円 ３ 連 単 ��� １３，４２０円

票 数

単勝票数 計 ５１５３５７ 的中 � ７９８０９（３番人気）
複勝票数 計 ４８９０５１ 的中 � ７４７４３（３番人気）� １３７０２４（１番人気）� ２６８３０（５番人気）
枠連票数 計 ５７３２９４ 的中 （４－６） ６２９４２（３番人気）
普通馬連票数 計２３３９６６４ 的中 �� ２６１３５９（２番人気）
馬単票数 計１８９５１９５ 的中 �� ９１５２４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６２２３３ 的中 �� ６０２７０（２番人気）�� ９９５３（１１番人気）�� １４４７９（９番人気）
３連複票数 計２２５３８６５ 的中 ��� ５９０４８（７番人気）
３連単票数 計６６３５３９２ 的中 ��� ３６５１０（４０番人気）

上り １マイル １：５１．１ ４F ５４．３－３F ４０．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルカラスカル 
�
父 グラスワンダー 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００４．１０．２３ 京都３着

２００２．５．３生 牡６黒鹿 母 トレアンサンブル 母母 ダイナアクトレス 障害：８戦６勝 賞金 ２４６，５７１，０００円
〔競走中止〕 オートゼウス号は，７号障害〔大いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※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。



０８０８４ ４月１９日 曇 重 （２０中山３）第７日 第１２競走 ��
��１，２００�

か し ま

鹿 島 特 別
発走１６時１５分 （ダート・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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００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 � ダイワエンパイア 牡４青鹿５７ 後藤 浩輝大城 敬三氏 松山 康久 米 France Weiner &
Irwin J. Weiner B４８２± ０１：１０．３ １．６�

８１５ プレンティラヴ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ４８２－１０１：１１．３６ １２．２�
５１０� ファインセンテンス 牡５栗 ５７ 内田 博幸前田 幸治氏 和田 正道 米 M. LaDona

Hudson ５３６＋１４ 〃 クビ １７．７�
３５ ホワイトヴェール 牝４芦 ５５ 吉田 豊下河辺隆行氏 小西 一男 門別 下河辺牧場 ４５２＋１４ 〃 アタマ ２０．０�
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 ４９４＋ ４１：１１．４クビ ３５．０�
６１２ マグネティックマン 牡８青鹿５７ 鈴来 直人�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 ミルファーム ４８０＋ ２ 〃 クビ ４０．７�
１１ スターボイジャー 牡７鹿 ５７ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ６１：１１．５� ３０．２	
７１４�	 ダノンフレンドリー 牡４栗 ５７ 五十嵐雄祐
ダノックス 萩原 清 米 Dean Green-

wood LLC ５０２－ ６１：１１．６
 ２４．０�
３６ ヒカルラブハート �５栗 ５７ 大庭 和弥高橋 光氏 高木 登 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ６ 〃 アタマ １６．６�
１２ アドマイヤドゴール 牡６栗 ５７ 村田 一誠近藤 利一氏 古賀 史生 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ４１：１１．８� ３６．３
４７ シャドウハーツ 牡７鹿 ５７ 小林 久晃飯塚 知一氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム ４８０－ ８１：１１．９
 １２７．２�
２３ 	 マ ル タ ラ ヴ 牡６鹿 ５７ 穂苅 寿彦松浦 太郎氏 鈴木 勝美 新冠 村上牧場 ４５６± ０１：１２．１１
 １８４．３�
２４ イブキゴルデルゼ 牝７黒鹿５５ 山本 康志�伊吹 星野 忍 門別 北陽ファーム ４５６＋ ６１：１２．３１� ２７４．５�
４８ スパーブスピリット 牡５鹿 ５７ 田中 勝春みの商事� 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４８２－ ６１：１２．６１� ６．２�
８１６ トワイニングイモン 牡６鹿 ５７ 江田 照男井門 敏雄氏 南田美知雄 浦河 富田牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ５４．３�
７１３ ケイアイスパイダー 牝４黒鹿５５ 戸崎 圭太亀田 守弘氏 石毛 善彦 静内 佐竹 学 ４８０＋ ８１：１３．４５ １８９．４�

（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，３４６，６００円 複勝： ４８，０１２，５００円 枠連： ５３，３４５，９００円

普通馬連： １９７，９９３，５００円 馬単： １４９，３５２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，５２２，６００円

３連複： １８９，７２４，９００円 ３連単： ４８８，２７７，０００円 計： １，２１５，５７５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � ３６０円 枠 連（５－８） ６４０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ５８０円 �� １，８４０円

３ 連 複 ��� ３，０７０円 ３ 連 単 ��� ９，４３０円

票 数

単勝票数 計 ３８３４６６ 的中 � １９９４６１（１番人気）
複勝票数 計 ４８０１２５ 的中 � １９３２１９（１番人気）� ３５８５６（３番人気）� ２３０６１（６番人気）
枠連票数 計 ５３３４５９ 的中 （５－８） ６１５４４（３番人気）
普通馬連票数 計１９７９９３５ 的中 �� １８８５９７（２番人気）
馬単票数 計１４９３５２２ 的中 �� １０６９０１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０５２２６ 的中 �� ３４０１９（２番人気）�� ２１６０３（４番人気）�� ６２０５（２０番人気）
３連複票数 計１８９７２４９ 的中 ��� ４５７０８（７番人気）
３連単票数 計４８８２７７０ 的中 ��� ３８２１４（１５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．２―１０．８―１１．６―１２．３―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．２―３３．０―４４．６―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダイワエンパイア �
�
父 Forest Camp �

�
母父 Valid Appeal デビュー ２００６．８．２７ 新潟２着

２００４．４．２３生 牡４青鹿 母 R Natalie 母母 Polly Parton １１戦３勝 賞金 ３５，７９８，０００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 ヴァンジェーロ号・エイシンアスワン号・エイワナギ号・オグリスペシャル号・オポテューニティ号・

オープンザゲート号・キラライットウセイ号・シャイニングムーン号・シルキーキュート号・スリーセブンスピン号・
セイウンマル号・セレスダイナミック号・ダイワディライト号・ツインスマイル号・ティムガッド号・
トウショウガナー号・ネオナート号・ノーリプライ号・ハードランナー号・レッドスポーツカー号

※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。



（２０中山３）第７日 ４月１９日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １４３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

３２３，２４０，０００円
３，４１０，０００円
１０，５８０，０００円
２，１００，０００円
３４，４００，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

５１，７５０，０００円
４，９００，０００円
１，４４４，３００円

勝馬投票券売得金
３０９，９１０，８００円
４２４，２０８，９００円
３３１，９９８，２００円
１，３９５，５４１，７００円
１，２１５，０２３，３００円
３３７，０３６，８００円
１，５５６，５６６，２００円
１，９５２，１１６，２００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 ７，５２２，４０２，１００円

総入場人員 ２８，２３０名 （有料入場人員 ２６，３３３名）




