
０９０４９ ４月１１日 晴 良 （２１中山３）第５日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６１０ ヒラボクスペシャル 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 ４４４－１２１：５７．４ １１．０�

７１３ シーオブザスターズ 牝３栗 ５４ 北村 宏司吉岡 泰治氏 松山 将樹 門別 庄野牧場 ４１６± ０１：５７．７２ ２５．２�
４６ ケイズパステル 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹 IHR 菊川 正達 浦河 鮫川 啓一 B４４４－ ２１：５８．２３ ５．９�
２３ ゴールドラプソディ 牝３鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎阿部雅一郎氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４４２± ０１：５８．４１� ２０．８�
５８ ニホンピロピンキー 牝３栗 ５４ 内田 博幸小林百太郎氏 小島 茂之 日高 佐々木 直孝 ４５２＋ ２ 〃 ハナ ２．３�
１１ カシマヴィーナス 牝３青 ５４ 三浦 皇成�カシマ 高市 圭二 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：５８．７１� ６．９�
３４ ラジカルバンギング 牝３鹿 ５４ 石橋 脩	藤原牧場 柴田 政人 静内 藤原牧場 ４７８± ０１：５８．８� １６３．５

４７ マエストラーレ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 	社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０ ― 〃 アタマ １５．３�
８１５ コスモシュアー 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 	ビッグレッドファーム 平井 雄二 新ひだか 谷岡 正次 ４６０－ ４１：５９．２２� １３３．２�
８１４ レイクルイーズ 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真 	キャロットファーム 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム B４００± ０１：５９．３クビ ３５．８
７１２ ミスハナウメノサト 牝３鹿 ５４ 御神本訓史田上 雅春氏 矢野 英一 静内 岡田スタツド B４７６＋ ２１：５９．４� １１５．７�

（大井）

６１１ ニシノトップモード 牝３栗 ５４ 北村 友一西山 茂行氏 佐藤 吉勝 鵡川 西山牧場 B４８４－ ２１：５９．５� ２１５．８�
２２ シルクフォーナイン 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣有限会社シルク上原 博之 新冠 堤 牧場 ４４６－ ４１：５９．７１� ６．２�
３５ コスモナミソラ 牝３芦 ５４ 土谷 智紀 	ビッグレッドファーム 池上 昌弘 浦河 北俣 益男 ５２０－ ６２：００．６５ ９５．６�
５９ アネモスダンサー 牝３栗 ５４ 吉田 豊	木村牧場 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 ４５０－１４２：００．８１ ３０．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，５８１，６００円 複勝： ２８，３２４，１００円 枠連： １６，９０７，１００円

普通馬連： ５８，１３０，５００円 馬単： ４７，７７５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８９３，２００円

３連複： ６９，３３６，６００円 ３連単： １０６，４２４，８００円 計： ３６３，３７３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ４８０円 � ６９０円 � ２００円 枠 連（６－７） ８，０５０円

普通馬連 �� １５，５９０円 馬 単 �� ３０，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３６０円 �� １，３８０円 �� １，８１０円

３ 連 複 ��� ２８，９５０円 ３ 連 単 ��� ２２８，９９０円

票 数

単勝票数 計 １５５８１６ 的中 � １１２０５（５番人気）
複勝票数 計 ２８３２４１ 的中 � １４２３５（５番人気）� ９３１９（８番人気）� ４７４７１（２番人気）
枠連票数 計 １６９０７１ 的中 （６－７） １５５０（２２番人気）
普通馬連票数 計 ５８１３０５ 的中 �� ２７５２（３６番人気）
馬単票数 計 ４７７７５６ 的中 �� １１５０（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８９３２ 的中 �� １１５６（３７番人気）�� ３７９１（１４番人気）�� ２８５７（２１番人気）
３連複票数 計 ６９３３６６ 的中 ��� １７６８（７０番人気）
３連単票数 計１０６４２４８ 的中 ��� ３４３（４８７番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．１―１３．８―１４．２―１３．８―１２．６―１２．７―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．７―３８．５―５２．７―１：０６．５―１：１９．１―１：３１．８―１：４４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクスペシャル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００８．１０．２５ 東京１５着

２００６．３．５生 牝３黒鹿 母 ペパーミントグラス 母母 ミユキカマダ ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 ニシノトップモード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。



０９０５０ ４月１１日 晴 良 （２１中山３）第５日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

１１ ウインバンディエラ 牡３栗 ５６ 内田 博幸�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４５２－ ４１：１３．０ １．３�

６８ ガリレオシチー 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ４９６＋ ４ 〃 ハナ １２．０�
２２ ブレーヴクン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �丸幸小林牧場 相沢 郁 浦河 丸幸小林牧場 ４７４－ ４１：１３．６３� １１．３�
４５ タイキプラウド 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝�大樹ファーム 勢司 和浩 静内 タイヘイ牧場 ５３２－１６１：１３．７クビ ６．４�
７１１ プ ロ ウ ス ト 牡３黒鹿５６ 御神本訓史伊達 敏明氏 高松 邦男 日高 サンシャイン

牧場 ４７０＋ ２ 〃 クビ １７０．７�
（大井）

５６ サザンヴィット 牡３栗 ５６ 小林 淳一南波 壽氏 土田 稔 新冠 武田 修一 B４６４＋ ２１：１３．８クビ ３１．１	
７１０ サニングキャプテン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一後藤 繁樹氏 小林 常泰 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４５０－ ６ 〃 クビ ６７．１

８１３ サイレントボス 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎小野 博郷氏 高木 登 新冠 赤石 久夫 ４６２＋ ２１：１３．９� １９５．５�
４４ エムオーソブリン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹大浅 貢氏 清水 英克 日高 豊田田村牧場 ４４８ ―１：１４．３２� ５６．３�
８１２ トリナクリア 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥小野 博郷氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 ４１６＋ ４１：１４．８３ ５４．３
５７ ワンダーキング 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一山本 信行氏 阿部 新生 浦河 出口 宜己 ４６２－ ６１：１５．５４ １９１．２�
３３ ポスターバリュー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成藤本 直弘氏 河野 通文 日高 藤本 直弘 B４４８± ０１：１６．３５ ９８．３�
６９ ミツアキテンカ 牡３黒鹿５６ 高野 和馬山本 光明氏 畠山 重則 浦河 惣田 英幸 ４８８ ―１：１７．０４ ３６２．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，７６７，８００円 複勝： ５７，３１４，５００円 枠連： １６，６１０，２００円

普通馬連： ５１，１３５，１００円 馬単： ５５，０３０，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，０４７，０００円

３連複： ５８，５１８，２００円 ３連単： １３３，２９１，８００円 計： ４０９，７１５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １５０円 � １７０円 枠 連（１－６） ４６０円

普通馬連 �� ５１０円 馬 単 �� ６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ２２０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ７４０円 ３ 連 単 ��� １，９００円

票 数

単勝票数 計 １９７６７８ 的中 � １２８８０７（１番人気）
複勝票数 計 ５７３１４５ 的中 � ４２１５３８（１番人気）� ４１７８４（２番人気）� ３２９１３（４番人気）
枠連票数 計 １６６１０２ 的中 （１－６） ２７０８５（３番人気）
普通馬連票数 計 ５１１３５１ 的中 �� ７４６６５（３番人気）
馬単票数 計 ５５０３０４ 的中 �� ６６７０６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８０４７０ 的中 �� ２４６８１（２番人気）�� ２２６５１（３番人気）�� ６５６１（８番人気）
３連複票数 計 ５８５１８２ 的中 ��� ５８９２１（３番人気）
３連単票数 計１３３２９１８ 的中 ��� ５１９９５（５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．５―１１．３―１２．３―１２．７―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２２．９―３４．２―４６．５―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインバンディエラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２００８．９．２８ 中山２着

２００６．３．１４生 牡３栗 母 サンフラワーガール 母母 ランバダスタイル ５戦１勝 賞金 １１，８５０，０００円
〔発走状況〕 ミツアキテンカ号は，枠入り不良・発進不良〔出遅れ〕。
※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。



０９０５１ ４月１１日 晴 良 （２１中山３）第５日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０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

８１１ ゴールドアカデミー 牡３栗 ５６ 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４８２－ ６１：５５．９ ９．４�

５６ � マルターズデライト 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Yoshio Fujita ５０６± ０ 〃 クビ ３．１�
６７ トウショウデザート 牡３鹿 ５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５２４－ ４１：５７．０７ １８．６�
７１０ マイネルサウダージ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新ひだか 土居 忠吉 ４８８ ―１：５７．１クビ ３６．７�
４４ プラチナタイム 牡３芦 ５６ 柴田 善臣�グランド牧場 鹿戸 雄一 静内 グランド牧場 B４４４± ０ 〃 クビ １０．５�
２２ カズノロマン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸鈴木 可一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 ５１０－ ２１：５７．２� １．７	
７９ スーパータイトル 牡３鹿 ５６ 御神本訓史村山 義一氏 谷原 義明 新ひだか 前谷 武志 ４６０－ ２１：５８．２６ ６９．７


（大井）

６８ ヴ ァ イ タ ペ 牝３鹿 ５４ 高橋 智大加野 温氏 高橋 義博 静内 カタオカフアーム ４４８－ ４１：５８．３クビ １３０．６�
５５ ジャンジャン 牡３鹿 ５６ 佐藤 聖也�富川牧場 高松 邦男 日高 富川牧場 ４７６－ ６ 〃 クビ １４２．２�
３３ テイエムクロヒョー 牡３青 ５６ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 日高 テイエム牧場門別分場 ４８８－ ４１：５９．２５ １３６．６
１１ タマゴカケゴハン 牡３栗 ５６ 丹内 祐次加藤 信之氏 柴崎 勇 日高 門別 敏朗 ５１４－ ２２：０１．６大差 ８７．２�
８１２ スペシャルインゼル 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 アサヒ牧場 ４９８－ ２２：０２．０２� ８３．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，３７８，９００円 複勝： ６３，６６９，８００円 枠連： １６，５２５，１００円

普通馬連： ５８，１１５，９００円 馬単： ５６，９４７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９８１，３００円

３連複： ６５，９３８，３００円 ３連単： １３９，４７０，５００円 計： ４４２，０２６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ４８０円 � ２３０円 � ６９０円 枠 連（５－８） １，６００円

普通馬連 �� １，５８０円 馬 単 �� ３，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ９３０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ４，９３０円 ３ 連 単 ��� ２６，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２０３７８９ 的中 � １７２５３（３番人気）
複勝票数 計 ６３６６９８ 的中 � ３３２２３（４番人気）� ８５６５１（２番人気）� ２１７８５（５番人気）
枠連票数 計 １６５２５１ 的中 （５－８） ７６２４（５番人気）
普通馬連票数 計 ５８１１５９ 的中 �� ２７１８０（６番人気）
馬単票数 計 ５６９４７０ 的中 �� １２６４７（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９８１３ 的中 �� １０３２７（６番人気）�� ５３９９（９番人気）�� ７７７６（８番人気）
３連複票数 計 ６５９３８３ 的中 ��� ９８８９（１３番人気）
３連単票数 計１３９４７０５ 的中 ��� ３８５５（６９番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．６―１３．７―１４．０―１３．２―１２．９―１１．９―１１．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．６―３９．３―５３．３―１：０６．５―１：１９．４―１：３１．３―１：４３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

ゴールドアカデミー �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー ２００８．９．２１ 中山６着

２００６．４．１０生 牡３栗 母 ロイヤルウェーブ 母母 シヤダイウエーブ ６戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマゴカケゴハン号・スペシャルインゼル号は，平成２１年５月１１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。



０９０５２ ４月１１日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２１中山３）第５日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

５８ � アラメダキング 牡６栗 ６０ 五十嵐雄祐櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米
Grade I Blood-
stock, Inc. &
Halcyon Farm

４７０－ ４３：１２．６ ３．９�

７１１ バ シ ケ ー ン 牡４栗 ５９ 蓑島 靖典石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４３８－ ６３：１２．８１� ３．４�
５７ セイウンエポック �６鹿 ６０ 大庭 和弥西山 茂行氏 牧 光二 新冠 中本 隆志 ４８２± ０ 〃 クビ ３０．９�
８１３� ローランジェネルー 牡８鹿 ６０ 宗像 徹斉藤 敏博氏 水野 貴広 英

G. Strawbridge and
London Thorough-
bred Services Ltd

５１４－ ２３：１３．２２� ６．７�
３３ サンベルナール 牡５鹿 ６０ 高野 和馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 新冠 斉藤 安行 ４５６＋ ６３：１４．５８ ６．５�
８１４ エイトシード 牝４鹿 ５７ 平沢 健治玉置 辰次氏 南田美知雄 静内 片岡 博 ４３６－ ２３：１４．６クビ ８．３�
４５ ステラフィランテ 牝５青 ５８

５７ ▲草野 太郎 	キャロットファーム 松山 将樹 早来 ノーザンファーム ４４０＋ ２３：１５．５５ ８７．９

７１２ ナ ス ノ オ ー 牡４鹿 ５９ 金子 光希広田 健司氏 二ノ宮敬宇 浦河 不二牧場 ４７６－１０３：１５．８１	 ４６．８�
２２ � エヒテンヴィーゼ 牡６鹿 ６０ 柴田 大知真野 晃治氏 石毛 善彦 米 Dan Considine

& Andy Ritter ４４６－ ８３：１６．５４ ２７．１�
６９ トーセンジョーカー 牡６栗 ６０ 山本 康志島川 哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 ４６４＋ ２３：１６．８１	 １２．４�
３４ クイックステップ 牡４鹿 ５９ 柴田 未崎 	ルーラル・オカダ 田中 清隆 門別 松平牧場 ４６４± ０３：１７．９７ ７７．８�
１１ モルフェサイレンス 牡４栗 ５９

５７ ▲大江原 圭並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 ４８６± ０３：１８．５３� ７７．３�
６１０
 ショウナンカイザー 牡５鹿 ６０ 佐藤 聖也国本 哲秀氏 国枝 栄 浦河 桑田牧場 ４８６－ ６３：１９．８８ ２６．９�
４６ 
 カマーバンド 牝６芦 ５８ 浜野谷憲尚水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 ４８０－ ２３：２１．６大差 ２２．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，５４１，４００円 複勝： １５，９３０，３００円 枠連： １７，８００，６００円

普通馬連： ４４，７２８，７００円 馬単： ３２，８５９，２００円 ワイド【拡大馬連】： １３，９４３，３００円

３連複： ５６，０３７，０００円 ３連単： ８３，３３１，０００円 計： ２７７，１７１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � ５６０円 枠 連（５－７） ６７０円

普通馬連 �� ８４０円 馬 単 �� １，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� １，５２０円 �� １，７２０円

３ 連 複 ��� ８，９３０円 ３ 連 単 ��� ４０，７９０円

票 数

単勝票数 計 １２５４１４ 的中 � ２５３４１（２番人気）
複勝票数 計 １５９３０３ 的中 � ２５４９３（２番人気）� ３８８５６（１番人気）� ５１３９（８番人気）
枠連票数 計 １７８００６ 的中 （５－７） １９６４０（３番人気）
普通馬連票数 計 ４４７２８７ 的中 �� ３９５９５（１番人気）
馬単票数 計 ３２８５９２ 的中 �� １３５４６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３９４３３ 的中 �� １１８３５（１番人気）�� ２１１４（１７番人気）�� １８５７（２０番人気）
３連複票数 計 ５６０３７０ 的中 ��� ４６３３（２７番人気）
３連単票数 計 ８３３３１０ 的中 ��� １５０８（１１０番人気）

上り １マイル １：４７．９ ４F ５２．６－３F ３９．６
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→�→�→�」
１
�
８－１３，１４＝１２，９，７，４，２，３（１１，６）－５＝１－１０
８－１３＝１４，１２－７，３（２，１１）－９－４－５＝１（６，１０）

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

勝馬の
紹 介

�アラメダキング �
�
父 Horse Chestnut �

�
母父 Majestic Light デビュー ２００５．１２．４ 中山１着

２００３．４．１２生 牡６栗 母 Mississippi Lights 母母 Redeemer 障害：６戦１勝 賞金 １４，３００，０００円
〔騎手変更〕 ショウナンカイザー号の騎手江田勇亮は，負傷のため佐藤聖也に変更。
※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 カシマレジェンド号



０９０５３ ４月１１日 晴 良 （２１中山３）第５日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５８ ノボパガーレ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４７２＋ ４１：１２．６ １．４�

８１５ ラッキーフラワー 牝３青 ５４ 後藤 浩輝西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム ４０６－ ２１：１２．８１� １０．５�
３５ ザ ド ラ イ ブ 牡３栗 ５６ 伊藤 直人 �千葉パブリックゴ

ルフコース 斎藤 誠 日高 沖田牧場 ４８０＋ ４１：１２．９� ６．７�
６１１ ホッコーテイオー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４９２－ ６１：１３．０� ３４．６�
６１０ マイネルバルトーク 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 秋山 雅一 新冠 メイタイ牧場 ４５４＋ ２１：１３．８５ ４５．３�
１１ ケージーカチボシ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣川井 五郎氏 嶋田 功 新冠 岩見牧場 B５２６－ ４ 〃 ハナ １１．４�
３４ カゼノグッドボーイ 牡３栗 ５６ 御神本訓史深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 ４２６－ ８１：１３．９クビ １１．３	

（大井）

７１３ レオフュージョン 牡３栗 ５６ 江田 照男�レオ 中川 公成 新冠 武田 寛治 ４５２－ ４１：１４．１１� １４８．６

２３ コ ー ド 牡３鹿 ５６ 柴田 大知松平 正樹氏 高松 邦男 日高 山際 辰夫 ４５６－ ２ 〃 ハナ ４０３．９�
８１４ リネンシマイ 牝３鹿 ５４ 北村 友一戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 ４５６－１０１：１４．７３� ２２０．９�
２２ シノブワンダー 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真伊東 純一氏 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 ４３６－ ６ 〃 ハナ ２４５．８
４７ ワ ス ラ フ �３鹿 ５６ 石橋 脩�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 小野 秀治 ４６２± ０ 〃 クビ ６９．１�
７１２ デウィデウィ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次坂田 行夫氏 中野渡清一 新ひだか 米田牧場 ４２８－１０１：１４．８� ３５６．２�
５９ ベルモントアイリス 牝３黒鹿５４ 武士沢友治 �ベルモントファーム 中野渡清一 新冠 ベルモント

ファーム ４６６－ ２１：１６．３９ ２４．９�
４６ シャドウティアラ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司飯塚 知一氏 坂本 勝美 浦河 成隆牧場 ４９２＋ ４１：１６．４� １７７．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，８３２，１００円 複勝： ５５，８８８，４００円 枠連： ２１，２８９，５００円

普通馬連： ６２，１５３，１００円 馬単： ５８，５４７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１８７，４００円

３連複： ６８，７９８，８００円 ３連単： １３４，８３４，６００円 計： ４４５，５３１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � １６０円 枠 連（５－８） ４８０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ２００円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ３，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２１８３２１ 的中 � １２３００７（１番人気）
複勝票数 計 ５５８８８４ 的中 � ３７９５３９（１番人気）� ３１６１７（３番人気）� ４２８２０（２番人気）
枠連票数 計 ２１２８９５ 的中 （５－８） ３３１６３（２番人気）
普通馬連票数 計 ６２１５３１ 的中 �� ６７９８２（３番人気）
馬単票数 計 ５８５４７７ 的中 �� ５３７２３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１８７４ 的中 �� １７４３３（２番人気）�� ３３７１１（１番人気）�� ６９５２（７番人気）
３連複票数 計 ６８７９８８ 的中 ��� ４６３３０（２番人気）
３連単票数 計１３４８３４６ 的中 ��� ２７７９０（５番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．４―１２．１―１２．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．５―３４．９―４７．０―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノボパガーレ �
�
父 ノボジャック �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００８．１０．５ 中山６着

２００６．４．２４生 牡３栗 母 イケイケサンドリン 母母 サンドリーン １０戦１勝 賞金 １２，３５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
※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。



０９０５４ ４月１１日 晴 良 （２１中山３）第５日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

４８ トップキングダム 牡３栗 ５６ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４６０± ０１：３４．２ ２．３�

３６ マイネルアウストロ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４８０－ ４ 〃 ハナ ６．１�

１１ � ジョウノフィーバー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司小川 義勝氏 藤沢 和雄 愛 Sanjyo
Bokujyo ５１６－ ２１：３４．４１ ２．５�

４７ マチカネビャッコ 牡３芦 ５６ 吉田 隼人細川 益男氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ４２８－ ６１：３５．９９ １５９．０�
８１５ ホッコービックワン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成矢部 幸一氏 河野 通文 新ひだか 渡辺 光典 ４４０－ ４ 〃 クビ ８．５�
７１３ ヤマニンオクタゴン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ４４２＋ ８ 〃 アタマ ２６５．５	
５９ � ローランウィンド 牡３栗 ５６ 御神本訓史斉藤 敏博氏 水野 貴広 英 T. Saito ４６０ ―１：３６．１１� ２８．５


（大井）

８１６ チキータマダム 牝３鹿 ５４ 石橋 脩吉田 和美氏 斎藤 誠 三石 乾 皆雄 ４２６－１４１：３６．２� ３３５．０�
５１０ ランテイジョ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次内藤 好江氏 矢野 照正 宮城 高友産業 ４２８－ ２１：３６．５２ ５７０．４�
６１２ スーパーソブリン 牡３黒鹿５６ 小林 淳一 �高木競走馬育成牧場 高木 登 新ひだか 澤田 嘉隆 ４３４－１０１：３６．８２ ６７．４
２３ コウヨウティアラ 牝３鹿 ５４ 江田 照男寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４４６－ ６ 〃 アタマ ５７．２�
３５ シュンドルゴナ 牝３青 ５４ 吉田 豊�グリーンテック柴田 政人 安平 	橋本牧場 ４４４－ ４１：３７．０１� １３７．０�
１２ エーブシュテルン 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 新ひだか 出羽牧場 ４２２－ ６ 〃 ハナ ３２０．１�

２４ スターオブベトナム 牝３鹿 ５４ 小野 次郎吉田 千津氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：３７．２１� ８８．７�
７１４ プルミエエクレール 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４１６－ ２１：３７．４１ １４６．９�
６１１ シンシアシチー 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 富川田中牧場 B４７２－ ４１：３７．７２ ３０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，８８５，５００円 複勝： ３６，０５６，９００円 枠連： ２２，５９３，８００円

普通馬連： ７４，７３９，６００円 馬単： ５７，０５５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５８２，７００円

３連複： ７４，８０９，０００円 ３連単： １４５，８６６，３００円 計： ４５９，５８９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １１０円 枠 連（３－４） ６６０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� １３０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ３７０円 ３ 連 単 ��� ２，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２３８８５５ 的中 � ８１９９６（１番人気）
複勝票数 計 ３６０５６９ 的中 � １４３３５９（１番人気）� ４５４９８（３番人気）� ９５０９１（２番人気）
枠連票数 計 ２２５９３８ 的中 （３－４） ２５３３５（２番人気）
普通馬連票数 計 ７４７３９６ 的中 �� ７４３６２（３番人気）
馬単票数 計 ５７０５５５ 的中 �� ３９２７３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４５８２７ 的中 �� ２４５９４（２番人気）�� ６７８２４（１番人気）�� ２２６４２（３番人気）
３連複票数 計 ７４８０９０ 的中 ��� １５０４９５（１番人気）
３連単票数 計１４５８６６３ 的中 ��� ４４５１８（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．８―３５．４―４６．８―５８．７―１：１０．４―１：２１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．５

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

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

勝馬の
紹 介

トップキングダム �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラグビーボール デビュー ２００８．１１．２９ 東京３着

２００６．５．４生 牡３栗 母 クッキーキティ 母母 ユキノサクラ ６戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
※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 ヴィーヴァシャトル号・カモンベイビー号・スイートライラ号・マンハッタンジョイ号
※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。



０９０５５ ４月１１日 晴 良 （２１中山３）第５日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

５１０ スマートダズル 牝３鹿 ５４
５１ ▲伊藤 工真�グランド牧場 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４５０＋ ２１：５６．１ １７．７�

７１４ コスモディアナ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 白井牧場 ４４８－ ４ 〃 ハナ ４２．９�
６１２ ミ リ ア ム 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース池江 泰寿 追分 追分ファーム ４２６＋ ４１：５６．３１� ８．２�
２３ ピカルディー 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成杉山 忠国氏 萩原 清 新ひだか 明治牧場 ４７０－ ４１：５６．６１� ３．４�
８１５ レッドジュエル 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４８２± ０１：５６．８１� １１．０�
４７ ウインプレセア 牝３栗 ５４ 吉田 豊�ウイン 戸田 博文 新冠 川島牧場 ５００＋ ２１：５６．９� ３．９	
８１６ イズミコマンダー 牝３鹿 ５４ 池添 謙一北村実地子氏 池添 兼雄 新ひだか タガミファーム ４３８－ ４ 〃 クビ １５．８

１１ チ ャ ン ギ イ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次坂田 行夫氏 粕谷 昌央 浦河 小倉牧場 ４６４－ ４１：５７．４３ ４５．６�
２４ � カ ミ フ ブ キ 牝３栗 ５４ 御神本訓史迎 徹氏 三坂 盛雄 門別 沖田牧場 ５１６－ ４１：５７．５クビ ９６．６�

（大井） （大井）

６１１ リリーオブザバリー 牝３青鹿５４ 佐藤 聖也井上 修一氏 根本 康広 日高 広中 稔 ４５２－ ４１：５７．９２� ２６８．０
３６ フ ク フ ク 牝３栗 ５４ 江田 照男大澤 毅氏 中島 敏文 浦河 松田 憲一 B４２４＋ ９１：５８．１１� １０７．０�
５９ ザ デ イ 牝３青鹿５４ 柴田 善臣吉澤 克己氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６６＋ ４１：５８．３１ ５．９�
４８ キタノオハナ 牝３栗 ５４ 北村 友一吉澤 克己氏 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４６６－ ８１：５８．４� １８１．２�
７１３ ダンシングクイーン 牝３青鹿５４ 内田 博幸�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム ４４４－１６ 〃 クビ １１．０�
１２ ル ナ ロ ッ ソ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ５０８＋ ８１：５８．９３ ２４．９�
３５ � ス ク リ プ ト 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹山本 武司氏 高市 圭二 新冠 秋田牧場 ４０２－ ３２：０２．０大差 ３８３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０８４，２００円 複勝： ３１，４１３，１００円 枠連： ２３，７００，５００円

普通馬連： ８４，２３８，３００円 馬単： ５２，６３３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９４２，４００円

３連複： ７８，８１７，８００円 ３連単： １３０，７１４，０００円 計： ４４５，５４３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７７０円 複 勝 � ５３０円 � ８６０円 � ３１０円 枠 連（５－７） ２，８３０円

普通馬連 �� ２４，６８０円 馬 単 �� ４９，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，６３０円 �� ２，６００円 �� ３，３００円

３ 連 複 ��� ４７，７２０円 ３ 連 単 ��� ３７３，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２１０８４２ 的中 � ９４１９（８番人気）
複勝票数 計 ３１４１３１ 的中 � １５２４４（８番人気）� ８８８６（１０番人気）� ２９４２４（４番人気）
枠連票数 計 ２３７００５ 的中 （５－７） ６１９６（１６番人気）
普通馬連票数 計 ８４２３８３ 的中 �� ２５１９（５４番人気）
馬単票数 計 ５２６３３２ 的中 �� ７８９（１０２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２９４２４ 的中 �� １２１２（４７番人気）�� ２１８７（３３番人気）�� １７１４（４１番人気）
３連複票数 計 ７８８１７８ 的中 ��� １２１９（１２８番人気）
３連単票数 計１３０７１４０ 的中 ��� ２５８（８６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３６．６―５０．２―１：０３．５―１：１６．２―１：２８．９―１：４２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．９
１
３

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

勝馬の
紹 介

スマートダズル �
�
父 スマートボーイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００８．７．２７ 新潟１４着

２００６．５．２１生 牝３鹿 母 ヨシファンタジア 母母 シアトルシンフォニー １１戦２勝 賞金 １９，８５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スクリプト号は，平成２１年５月１１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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アクアバンブー号・アメージングユー号
※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。



０９０５６ ４月１１日 晴 良 （２１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１４時００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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５８ スペシャルハート 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝芹澤 精一氏 勢司 和浩 三石 片山 修 ４７０－１４１：１１．４ １．４�

７１２ アプローズヒーロー 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４５２－ ８１：１２．０３� ６．７�
１１ テイエムゲンキボ 牡５黒鹿５７ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 静内 岡田 猛 ５０６＋ ６ 〃 アタマ １７．６�
８１４ ム ー ン ボ ー 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣金子真人ホール

ディングス� 高市 圭二 早来 ノーザンファーム ４３２＋ ４１：１２．１� ６２．４�
６１０ ミスターオリオン 牡４芦 ５７ 蛯名 正義平本 敏夫氏 矢作 芳人 三石 大塚牧場 B４９８＋ ２ 〃 クビ ３９．０�
８１５ モンスターパーク 牡４栗 ５７ 松岡 正海 �キャロットファーム 松山 康久 静内 カタオカフアーム ４８０＋ ８１：１２．２� ２８．５	
５９ コパノシンオー 牡４鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真小林 祥晃氏 武藤 善則 静内 谷岡牧場 ４４２－ ２ 〃 クビ ２１．２

２３ ダイワウイザード 牡５黒鹿５７ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 浦河 向別牧場 ４４２± ０１：１２．３� ２７．３�
４７ ハイデフィニション 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 高橋 裕 三石 川端牧場 ４９０－ ８ 〃 ハナ １９．３�
３４ � ワイルドシェーバー 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 小林 和義 ４８０－２０ 〃 ハナ ４８．５
２２ � ヒシマウンテン 牡４栗 ５７

５４ ▲草野 太郎阿部雅一郎氏 小林 常泰 新冠 カミイスタット ５４２± ０１：１２．８３ ５１．３�
３５ タケデンヴィーナス 牝５栗 ５５ 二本柳 壮武市 弘氏 武市 康男 浦河 安藤牧場 ４６０－ ２１：１３．０１ ６３．０�
７１３ サイレントパンサー 牡５黒鹿５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０－ ２１：１３．２１� １５．３�
６１１� ルードボーイ 	５鹿 ５７ 御神本訓史�ヒダカファーム矢野 英一 浦河 ヒダカフアーム B４８２± ０１：１３．５１� ２３３．９�

（大井）

４６ � ドンサルート 牡４鹿 ５７ 北村 友一山田 貢一氏 鈴木 伸尋 門別 日西牧場 ５００＋ ４１：１５．０９ ２６３．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，２９４，４００円 複勝： ５６，７６３，０００円 枠連： ２６，５０８，４００円

普通馬連： ８９，３７６，４００円 馬単： ７４，２２３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，８７８，６００円

３連複： ８９，０３１，３００円 ３連単： １８０，６２２，７００円 計： ５７０，６９８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２８０円 枠 連（５－７） ２５０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ４６０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� １，４３０円 ３ 連 単 ��� ３，０００円

票 数

単勝票数 計 ２６２９４４ 的中 � １４９１７４（１番人気）
複勝票数 計 ５６７６３０ 的中 � ３４７９６５（１番人気）� ５７９５６（２番人気）� ２２２３０（５番人気）
枠連票数 計 ２６５０８４ 的中 （５－７） ７９４４０（１番人気）
普通馬連票数 計 ８９３７６４ 的中 �� １９４５４１（１番人気）
馬単票数 計 ７４２２３７ 的中 �� １３２４０２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７８７８６ 的中 �� ５０３４４（１番人気）�� １３５６３（４番人気）�� ５９９２（１２番人気）
３連複票数 計 ８９０３１３ 的中 ��� ４６０７５（２番人気）
３連単票数 計１８０６２２７ 的中 ��� ４４５３３（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．４―１１．８―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．６―４６．４―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペシャルハート �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 ラツキーソブリン デビュー ２００８．７．２０ 新潟２着

２００５．４．１０生 牡４栗 母 ラビットボール 母母 タニノベンチヤ ８戦２勝 賞金 ２４，４４０，０００円
※ルードボーイ号は，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。



０９０５７ ４月１１日 晴 良 （２１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３５分 （芝・右）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
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 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

４７ メジロフォーナ 牝４栗 ５５ 三浦 皇成�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ５０８± ０１：４８．０ ７．１�

３５ ダイワジャンヌ 牝４黒鹿５５ 武士沢友治大城 敬三氏 的場 均 静内 千代田牧場 ４３６－ ４１：４８．１� ９．７�
５９ シングライクバード 牝４鹿 ５５ 福永 祐一 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４４４－１０ 〃 クビ ２．５�
７１３ サマーアクトレス 牝４黒鹿５５ 内田 博幸セゾンレースホース� 宗像 義忠 新冠 富本 茂喜 ４７０－ ２１：４８．２クビ ７．９�
７１２ ホ ク レ レ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４６６－ ２ 〃 ハナ ７．３�
６１０ マジックビクトリア 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４６８－ ６ 〃 クビ ８．７	
６１１ テイクバイストーム 牝４芦 ５５ 小野 次郎 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６－ ６１：４８．３クビ ３７．０

５８ クロカンブッシュ 牝５鹿 ５５ 松岡 正海�橋 修身氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４４０＋ ２ 〃 ハナ １５．６�
２２ � アリダーチャーム 牝５鹿 ５５ 江田 照男栗本 博晴氏 星野 忍 門別 坂 牧場 B４４４＋ ２１：４８．６２ １１３．７�
８１４ ローテレジーナ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩山科 統氏 堀 宣行 浦河 バンダム牧場 ４０６＋ ４１：４９．０２� ２８．５
１１ エプソムメサイア 牝６鹿 ５５ 吉田 豊 �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 B４５２＋ ２１：４９．１� ２４．５�
３４ ジョースマイル 牝６黒鹿５５ 後藤 浩輝上田けい子氏 田村 康仁 様似 様似堀牧場 ４８６＋１４１：４９．６３ ６６．０�
４６ コウヨウマリーン 牝４青鹿５５ 吉田 隼人寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４７０＋ ６１：４９．８１ ５０．６�
２３ � フローレストウブ 牝７鹿 ５５ 大庭 和弥真部 晴�氏 佐藤 吉勝 新冠 新冠橋本牧場 ４６６－ ２１：５０．４３� １２７．５�
８１５ エイダイセルリア 牝４黒鹿５５ 二本柳 壮�東振牧場 武市 康男 鵡川 東振牧場 ４１６－ ６ 〃 アタマ ５１．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，８７６，４００円 複勝： ４８，９２１，７００円 枠連： ３３，８５０，４００円

普通馬連： １３３，９４４，１００円 馬単： ８１，５０２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，２９２，４００円

３連複： １３３，７９０，０００円 ３連単： ２５４，７１１，６００円 計： ７４９，８８８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � １９０円 � ２００円 � １３０円 枠 連（３－４） ２，７８０円

普通馬連 �� ２，３９０円 馬 単 �� ４，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７５０円 �� ４２０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ２，１２０円 ３ 連 単 ��� １７，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２８８７６４ 的中 � ３２４８１（２番人気）
複勝票数 計 ４８９２１７ 的中 � ６１７２８（２番人気）� ５２９７４（４番人気）� １４０１０６（１番人気）
枠連票数 計 ３３８５０４ 的中 （３－４） ８９９６（１４番人気）
普通馬連票数 計１３３９４４１ 的中 �� ４１３７３（８番人気）
馬単票数 計 ８１５０２１ 的中 �� １２９５４（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４２９２４ 的中 �� １０６１４（７番人気）�� ２０９２７（３番人気）�� ２３６９５（１番人気）
３連複票数 計１３３７９００ 的中 ��� ４６６７４（３番人気）
３連単票数 計２５４７１１６ 的中 ��� １０８７９（３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．７―３５．３―４７．４―５９．７―１：１２．４―１：２４．２―１：３６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．６
１
３
２－６，１５－１３，１０，１４（１，７）１２，５，９（８，１１）４－３
２，１５－（１３，６）１０（１，１４）（７，１２）（８，５）９－１１，４－３

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

勝馬の
紹 介

メジロフォーナ �
�
父 ナリタトップロード �

�
母父 フ レ イ ズ デビュー ２００７．１２．２ 中山６着

２００５．３．６生 牝４栗 母 メジロナターシャ 母母 メジロチエイサー １３戦３勝 賞金 ３８，１０６，０００円
〔制裁〕 メジロフォーナ号の騎手三浦皇成は，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３０，０００円。（１４番への進路

影響）
※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 ヤサシイキモチ号



０９０５８ ４月１１日 晴 良 （２１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１０分 （芝・右・外）
４歳以上，１，６００万円以下，２０．４．１２以降２１．４．５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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

３６ ダイバーシティ 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４５６± ０２：１３．５ ６．８�

７１４ セタガヤフラッグ 牡６鹿 ５４ 池添 謙一千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５４＋ ４２：１３．７１� ２０．７�
２３ ラッキーリップス 牡６黒鹿５２ 江田 照男松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４５２－ ６２：１３．９１ ８２．６�
３５ ミッキーチアフル 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成野田みづき氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０２－ ２ 〃 ハナ ４．３�
７１３ ソニックルーラー 牡６鹿 ５３ 後藤 浩輝細谷 典幸氏 国枝 栄 静内 桜井牧場 B５１６± ０２：１４．１１� ４７．０�
８１６ ショートローブス 牡９黒鹿５２ 武士沢友治 �サンデーレーシング 相沢 郁 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ４ 〃 アタマ １７３．４�
２４ アイティトップ 牡４鹿 ５４ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４８８－ ２２：１４．２� ４７．８	
７１５ デンコウミサイル 牡６栗 ５４ 吉田 隼人田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ５０２－１２ 〃 クビ ２３．５

４７ エフティイカロス 牡５黒鹿５５ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム B４７０± ０２：１４．３� １０．６�
４８ ドリームトレジャー 牡４鹿 ５４ 吉田 豊セゾンレースホース� 阿部 新生 門別 田端牧場 ４７４＋ ４ 〃 クビ ６７．７
５１０ シルクダッシュ 牡８鹿 ５５ 小林 淳一有限会社シルク斎藤 誠 新冠 早田牧場新

冠支場 ５０８－ ２ 〃 ハナ ２０．５�
１１ スノークラッシャー 牡４栃栗５６ 松岡 正海齊藤四方司氏 清水 利章 鵡川 上水牧場 ４３８－ ２２：１４．４� ２．９�
１２ エーシンダードマン 牡５青鹿５６ 北村 友一平井 宏承氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４９８＋ ４２：１４．５� ９．１�
５９ アラタマサモンズ 牡７鹿 ５６ 柴田 善臣荒木 謙次氏 新川 恵 門別 槇本牧場 ５１０－ ６２：１５．５６ ３９．４�
６１１ グラスブラスト 牡４青鹿５４ 内田 博幸半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０４＋ ４ 〃 アタマ ３０．８�
６１２ エプソムアルテマ 牡８鹿 ５１ 伊藤 工真 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 中野 栄治 静内 田原橋本牧場 ４６８－ ２２：１５．８２ ２２６．５�
８１７ コスモテナシャス 牡８鹿 ５２ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 早来 吉田牧場 B４７４－１２２：１６．２２� １２７．５�
８１８	 ムーンレスナイト 
５鹿 ５４ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Premier

Bloodstock ５０４－ ８ 〃 クビ ２３．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，７１５，３００円 複勝： ５０，７４２，７００円 枠連： ５０，５５５，８００円

普通馬連： １６９，４９８，１００円 馬単： ９８，８４２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，８１９，８００円

３連複： １７５，２９３，７００円 ３連単： ３３９，３２９，１００円 計： ９５７，７９７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ３００円 � ６５０円 � ２，０９０円 枠 連（３－７） １，１５０円

普通馬連 �� ９，９８０円 馬 単 �� １８，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７９０円 �� １０，０２０円 �� １０，１３０円

３ 連 複 ��� ２７９，４１０円 ３ 連 単 ��� １，３６１，０１０円

票 数

単勝票数 計 ３０７１５３ 的中 � ３５７１６（３番人気）
複勝票数 計 ５０７４２７ 的中 � ５１３５４（３番人気）� ２００５６（８番人気）� ５６９０（１５番人気）
枠連票数 計 ５０５５５８ 的中 （３－７） ３２６６０（３番人気）
普通馬連票数 計１６９４９８１ 的中 �� １２５４０（２９番人気）
馬単票数 計 ９８８４２６ 的中 �� ４００４（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２８１９８ 的中 �� ３８２７（２９番人気）�� １０４５（７９番人気）�� １０３４（８２番人気）
３連複票数 計１７５２９３７ 的中 ��� ４６３（３８０番人気）
３連単票数 計３３９３２９１ 的中 ��� １８４（１９３５番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．７―１１．９―１２．０―１２．２―１２．３―１２．５―１２．４―１２．３―１２．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２３．５―３５．４―４７．４―５９．６―１：１１．９―１：２４．４―１：３６．８―１：４９．１―２：０１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ダイバーシティ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Slew o’Gold デビュー ２００８．５．１７ 東京１着

２００５．３．１２生 牡４鹿 母 メインスルー 母母 Main Prospect ９戦４勝 賞金 ６９，５０６，０００円



０９０５９ ４月１１日 晴 良 （２１中山３）第５日 第１１競走 ��
��１，６００�第２７回ニュージーランドトロフィー（ＧⅡ）

発走１５時４５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 １，１９０，０００円 ３４０，０００円 １７０，０００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

３５ サ ン カ ル ロ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８８－ ４１：３３．８ ２．６�

７１４ ティアップゴールド 牡３鹿 ５６ 池添 謙一田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４６６± ０１：３４．１２ ８．８�
２３ ジョーカプチーノ 牡３芦 ５６ 松岡 正海上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム ４８８± ０ 〃 クビ ７．７�
５９ マイネルエルフ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム ４９４－ ４１：３４．２クビ ８．７�
５１０ アイアンデューク 牡３芦 ５６ 石橋 脩栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４５２－ ８１：３４．５２ ３２．６�
６１１ ダイワプリベール 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４５６－ ６１：３４．７１� １１．２	
８１５ スガノメダリスト 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４６０－１２１：３４．８� １５．０

７１３ ツクバホクトオー 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４６４－ ８１：３５．０１� ２７．６�
４８ ジョーメテオ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４９２－ ６１：３５．１� ３０．６�
４７ アドバンスヘイロー 牡３青鹿５６ 三浦 皇成西川 隆士氏 河野 通文 新冠 佐藤 信広 ４４０－ ２ 〃 ハナ ６．８
２４ オメガユリシス 牡３鹿 ５６ 北村 友一原 	子氏 坂本 勝美 浦河 桑田 正己 ４５２－ ４１：３５．３１� ５０．３�
６１２
 リスペクトキャット 牡３黒鹿５６ 内田 博幸吉澤 克己氏 相沢 郁 米 Brushwood

Stable ４７６－ ８１：３５．４クビ ７６．７�
８１６ パ ド ブ レ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 相沢 郁 浦河 大道牧場 ４８８－ ４１：３５．７２ ２５５．６�
１１ ケイアイテンジン 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４７４＋ ４ 〃 ハナ ２０．９�
３６ スペシャルクイン 牝３青鹿５４ 御神本訓史菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 小池 博幸 ４４２－ ２１：３７．３１０ １４１．０�

（大井）

１２ ゴールドエンデバー 牡３鹿 ５６ 江田 照男�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４７８－ ６ （競走中止） ５６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７６，６８９，４００円 複勝： １１３，１８９，１００円 枠連： ８４，１３４，６００円

普通馬連： ４９５，５２２，８００円 馬単： ２４７，２９６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １０８，７０１，９００円

３連複： ５０６，８６６，３００円 ３連単： ９９５，６０１，５００円 計： ２，６２８，００２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � ２６０円 � ２４０円 枠 連（３－７） ９１０円

普通馬連 �� １，５１０円 馬 単 �� ２，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ５４０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� ３，８７０円 ３ 連 単 ��� １６，９５０円

票 数

単勝票数 計 ７６６８９４ 的中 � ２３８１７４（１番人気）
複勝票数 計１１３１８９１ 的中 � ３１２５８３（１番人気）� ９５８４３（５番人気）� １０５８５９（３番人気）
枠連票数 計 ８４１３４６ 的中 （３－７） ６８９７７（２番人気）
普通馬連票数 計４９５５２２８ 的中 �� ２４２８３３（４番人気）
馬単票数 計２４７２９６７ 的中 �� ７５７８７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０８７０１９ 的中 �� ４６２２５（４番人気）�� ５２０２９（３番人気）�� １９２８３（１５番人気）
３連複票数 計５０６８６６３ 的中 ��� ９６８５８（７番人気）
３連単票数 計９９５６０１５ 的中 ��� ４３３７１（２４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．６―１１．３―１２．２―１１．７―１１．９―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．３―３４．９―４６．２―５８．４―１：１０．１―１：２２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．４

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

勝馬の
紹 介

サ ン カ ル ロ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２００８．１０．１９ 東京１着

２００６．２．５生 牡３黒鹿 母 デ ィ ー バ 母母 ミスセクレト ７戦３勝 賞金 １０５，０８３，０００円
〔競走中止〕 ゴールドエンデバー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 アドバンスウェイ号・ケイアイライジン号・サトノロマネ号・ストロングガルーダ号・メジロチャンプ号
（非抽選馬） １頭 ダブルレインボー号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりサンカルロ号・ティアップゴールド号・ジョーカプチーノ号は，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。



０９０６０ ４月１１日 晴 良 （２１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２０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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

２３ ドリームクラウン 牡４栗 ５７ 松岡 正海セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５１６－ ６１：１１．１ ６．８�

７１４ トーセンセイント 牡５鹿 ５７ 吉田 豊島川 �哉氏 柴崎 勇 静内 増本牧場 ５０４－ ６ 〃 ハナ ３．２�
５１０ チャームキャップ 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 静内 フジワラフアーム ４５０± ０１：１１．５２� ５５．９�
８１６ ゴールドヴェイン 牡６鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真池谷 誠一氏 粕谷 昌央 静内 畠山牧場 ４８４＋ ６ 〃 ハナ １９８．９�
６１１ ディスパーロ 牡６鹿 ５７ 御神本訓史 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム B５０４－ ４１：１１．６クビ ４．１	

（大井）

７１３ チャームウィーク 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一タマモ� 清水 英克 静内 前田牧場 ５２４＋ ２１：１１．７� ２０．９

８１５	 クレムリンエッグ 牡４栗 ５７ 石橋 脩�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell

Farm ４８８＋ ８１：１１．８� １８５．３�
１１ 	 ダノンムロー 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣�ダノックス 加藤 征弘 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４６０＋ ２ 〃 ハナ ６．２�
３５ 
 トーホウカラブラン 牡５青鹿５７ 小野 次郎東豊物産� 古賀 史生 門別 竹島 幸治 ５０８± ０１：１１．９クビ ６５．１
３６ 	 セントエドワード 牡４栗 ５７ 福永 祐一齋藤 文男氏 小崎 憲 加 R. M. C.

Stable ５１４± ０１：１２．０� ６１．５�
１２ スイートフィズ 牝５芦 ５５ 蛯名 正義シンボリ牧場 奥平 雅士 千葉 シンボリ牧場 ５０４± ０ 〃 ハナ １２．５�
５９ クリノラブゴールド 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成栗本 博晴氏 中島 敏文 静内 岡田 隆志 B４８６± ０１：１２．５３ １６．１�
４７ グレイスフルムーヴ 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人有限会社シルク佐藤 吉勝 門別 ヤナガワ牧場 B４５２＋１２ 〃 クビ ３７．９�
２４ 	 ゼネラルメデューム 牝５鹿 ５５ 池添 謙一田中 昇氏 堀 宣行 豪 Emirates

Park Pty Ltd ４２６－１８１：１２．８１� ６３．３�
４８ ケイアイスウォード 牡４芦 ５７ 北村 友一 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 静内 松田 三千雄 ５２２－ ４１：１２．９クビ ２３．０�
６１２ スパーブスピリット �６鹿 ５７ 北村 宏司みの商事� 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４７６＋ ４１：１３．０� ２０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，８３５，８００円 複勝： ６０，４７７，４００円 枠連： ４９，４３６，８００円

普通馬連： １７３，３４７，７００円 馬単： ９８，８４７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，１９６，６００円

３連複： １７８，０００，３００円 ３連単： ３５９，２６３，０００円 計： １，００２，４０５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２２０円 � １４０円 � １，１８０円 枠 連（２－７） ７７０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� ２，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ５，０００円 �� ２，５６０円

３ 連 複 ��� １４，７５０円 ３ 連 単 ��� ７７，２１０円

票 数

単勝票数 計 ３５８３５８ 的中 � ４１７６３（４番人気）
複勝票数 計 ６０４７７４ 的中 � ６８１６６（３番人気）� １６３８６７（１番人気）� ９００４（１３番人気）
枠連票数 計 ４９４３６８ 的中 （２－７） ４７８８６（２番人気）
普通馬連票数 計１７３３４７７ 的中 �� １３１２０７（２番人気）
馬単票数 計 ９８８４７５ 的中 �� ３１５１８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７１９６６ 的中 �� ２９５７３（２番人気）�� ２１７９（５３番人気）�� ４３１８（２７番人気）
３連複票数 計１７８０００３ 的中 ��� ８９０８（４８番人気）
３連単票数 計３５９２６３０ 的中 ��� ３４３４（２３０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．１―１１．８―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３３．８―４５．６―５８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームクラウン �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．６．１７ 阪神６着

２００５．３．２６生 牡４栗 母 ロイヤルディナー 母母 ロイヤルアカデミー ２３戦３勝 賞金 ５３，９００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ピンククラウド号・ローランバーク号
（非抽選馬） ２頭 アポインテッドボブ号・ラオムフェーレ号
※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。



（２１中山３）第５日 ４月１１日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８１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

２７５，５８０，０００円
１０，６５０，０００円
２３，２００，０００円
２，７５０，０００円
２８，７００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，１７９，０００円
５，６５２，８００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
３３３，４８２，８００円
６１８，６９１，０００円
３７９，９１２，８００円
１，４９４，９３０，３００円
９６１，５６１，２００円
４０４，４６６，６００円
１，５５５，２３７，３００円
３，００３，４６０，９００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 ８，７５１，７４２，９００円

総入場人員 ２９，１２２名 （有料入場人員 ２７，２５６名）




