
０９０７３ ４月１８日 晴 良 （２１中山３）第７日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３３ ヴェリーハード 牡３黒鹿５６ 武士沢友治キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 カナイシスタッド ４８４＋ ４１：１２．８ ７．４�

８１３ トウカイアリュール 牡３栗 ５６ 柴山 雄一内村 正則氏 成島 英春 むかわ エスティウィンファーム ５００－ ８１：１３．０１� １．３�
１１ サウロビスティー 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹備前島敏子氏 松山 将樹 新ひだか 藤原牧場 ４４０－ ６１：１３．６３� ５５．４�
６９ エムオーイーグル 牝３鹿 ５４ 小林 淳一大浅 貢氏 鹿戸 雄一 日高 豊田田村牧場 ４４８＋ ２１：１３．７� １１５．８�
５６ スターリングムーン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸吉田都枝江氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４９２ ―１：１３．８� ２６．８�
７１１ グランプリセイハ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�グランプリ 矢作 芳人 静内 服部 牧場 ４７４± ０ 〃 アタマ ３３．２�
２２ マスタープラン 牡３栗 ５６ 松岡 正海	服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 牧場 ４６６－ ２１：１４．１１� ６０．７

７１０ スリーコースト 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人三浦 一泰氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４３６－１２１：１４．２� ４２．７�
５７ ガナールウィン 牝３芦 ５４ 蛯名 正義	�昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４５６－１１１：１４．３� １３０．２�
８１２ カルムパシオン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 	ノースヒルズマネ

ジメント 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０＋ ４ 〃 クビ ３４．７
６８ ミュウジックボーイ 牡３栗 ５６ 柄崎 将寿近藤 光子氏 柄崎 孝 白老 習志野牧場 ５５８－ ４１：１４．５１� ３５５．７�
４５ アイスキャッスル 牝３黒鹿５４ 吉田 豊 	ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 B４４０＋ ４１：１４．８１� ７２．２�
４４ マルマツパワフル 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝松田 敏雄氏 和田 正道 浦河 村下牧場 ４６８＋ ４ 〃 クビ ８．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，８０６，７００円 複勝： ６４，２６０，０００円 枠連： １７，３６９，７００円

普通馬連： ６０，０２２，８００円 馬単： ５４，４７４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３８１，３００円

３連複： ６９，５２９，９００円 ３連単： １３１，９２２，４００円 計： ４４０，７６７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � １３０円 � １００円 � ６４０円 枠 連（３－８） ２８０円

普通馬連 �� ２８０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� １，７１０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ２，５６０円 ３ 連 単 ��� １２，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２０８０６７ 的中 � ２２３９３（２番人気）
複勝票数 計 ６４２６００ 的中 � ６６０９３（２番人気）� ４７３２８７（１番人気）� ６１８４（８番人気）
枠連票数 計 １７３６９７ 的中 （３－８） ４７４３３（１番人気）
普通馬連票数 計 ６００２２８ 的中 �� １５８２２９（１番人気）
馬単票数 計 ５４４７４９ 的中 �� ３７１６１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３８１３ 的中 �� ５２４２３（１番人気）�� ２４５８（１９番人気）�� ５５０６（８番人気）
３連複票数 計 ６９５２９９ 的中 ��� ２００６３（８番人気）
３連単票数 計１３１９２２４ 的中 ��� ７５３３（３４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．５―１２．２―１２．８―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．７―４６．９―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェリーハード �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．８．３０ 新潟２着

２００６．４．１１生 牡３黒鹿 母 ブラシングテースト 母母 ブラッシングデビュタント ７戦１勝 賞金 １２，３００，０００円
〔発走状況〕 ヴェリーハード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ヴェリーハード号は，平成２１年４月１９日から平成２１年５月１０日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※ガナールウィン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０９０７４ ４月１８日 曇 良 （２１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

６８ ト サ ッ プ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成小田切有一氏 粕谷 昌央 日高 山本 通則 ５１６－１４１：５６．４ ３．６�

５６ エイダイハリケーン 牡３芦 ５６ 内田 博幸�東振牧場 武市 康男 むかわ 東振牧場 ４５６－ ４１：５７．０３� ９．２�
８１３ コスモジュゲム 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 様似 辻 牧場 ５１０＋１４ 〃 クビ ５．８�
６９ ティアップシンゲキ 牡３黒鹿５６ 江田 照男田中 昇氏 杉浦 宏昭 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４６６± ０１：５７．１クビ １０．９�
４４ ロードアイアン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 赤石 久夫 ４７８＋ ８１：５７．４１� ２．４�
８１２ ケイアイシンドウ �３鹿 ５６ 柴山 雄一 �啓愛義肢材料販売所 秋山 雅一 新ひだか 松田 三千雄 B４７８－ ２１：５７．５� ２９．２	
１１ シルクエスポワール 牡３栗 ５６ 蛯名 正義有限会社シルク加藤 和宏 日高 加藤牧場 ４５８＋ ４ 〃 クビ １３．７

２２ ドラゴンメイル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊窪田 康志氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 ５０６ ―１：５８．２４ ９４．０�
３３ ゴールデンキッド 牡３栗 ５６ 武士沢友治�服部牧場 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 ４４０－ ４１：５８．３クビ ２２８．８�
５７ イッツソーファイン 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人�グランド牧場 小林 常泰 静内 グランド牧場 ４４４－ ４１：５９．６８ １８４．６
７１０ ヤ シ ャ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人中村 政勝氏 松永 康利 新ひだか 静内白井牧場 ４８４ ―２：００．４５ ３０．８�
７１１ フサイチヒダギュウ 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真関口 房朗氏 古賀 史生 日高 下河辺牧場 ５０４ ―２：００．５� １２４．３�
４５ シンシアシチー 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 富川田中牧場 B４６８－ ４２：００．７１� ５８．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，８０２，８００円 複勝： ２３，０４７，４００円 枠連： １５，９７５，２００円

普通馬連： ５２，４０９，７００円 馬単： ３８，２９０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，１７３，８００円

３連複： ５８，３８１，８００円 ３連単： ９４，６５４，２００円 計： ３１４，７３５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � ２４０円 � １８０円 枠 連（５－６） １，３２０円

普通馬連 �� １，６９０円 馬 単 �� ２，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ４１０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ３，０６０円 ３ 連 単 ��� １５，７９０円

票 数

単勝票数 計 １４８０２８ 的中 � ３２７２８（２番人気）
複勝票数 計 ２３０４７４ 的中 � ５１９７６（２番人気）� ２１１１１（４番人気）� ３４６４６（３番人気）
枠連票数 計 １５９７５２ 的中 （５－６） ８９４１（５番人気）
普通馬連票数 計 ５２４０９７ 的中 �� ２３０１０（８番人気）
馬単票数 計 ３８２９０９ 的中 �� ９６９８（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７１７３８ 的中 �� ７７６７（７番人気）�� １０９４８（３番人気）�� ４０７０（１２番人気）
３連複票数 計 ５８３８１８ 的中 ��� １４０９８（１１番人気）
３連単票数 計 ９４６５４２ 的中 ��� ４４２５（５３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．９―１３．３―１４．１―１３．２―１３．４―１２．４―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．５―３７．８―５１．９―１：０５．１―１：１８．５―１：３０．９―１：４３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３７．９
１
３
１２－８，９，５，６，１３，４，７，２（３，１０）１＝１１・（１２，８）９（５，４，６）１３，２（３，７）（１，１０）＝１１

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

勝馬の
紹 介

ト サ ッ プ �
�
父 メイショウドトウ �

�
母父 ソウルオブザマター デビュー ２００９．１．４ 中山２着

２００６．４．２４生 牡３鹿 母 イッツマジック 母母 ウェーブシンエイ ４戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔発走状況〕 フサイチヒダギュウ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※イッツソーファイン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０９０７５ ４月１８日 曇 良 （２１中山３）第７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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

４６ � マルターズブレーヴ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Lisa Jones &
Jerard Jones ４６６－ ６１：１２．９ １．５�

３４ マッドマックス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義有馬 博文氏 的場 均 三石 城地 和義 ４９８－ ８１：１３．１１� ３．３�
５７ グラスレジェンド 牡３鹿 ５６ 松岡 正海半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４９４－ ２１：１３．２� ２１．８�
７１１ コスモジブリル 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 郷原 洋行 新ひだか 中橋 正 ４２６± ０１：１３．４１� １２．２�
８１３ ド ン ヤ マ ト 牡３栗 ５６ 吉田 豊大内 景子氏 鈴木 伸尋 日高 日西牧場 B４８６－ ４１：１３．８２� ７１．０�
５８ � ジャルダンドゥロゼ 牝３栗 ５４ 北村 宏司吉田 千津氏 柴崎 勇 米 Shadai Farm ４５２ ―１：１３．９	 ４７．５�
８１４ レッドブラッド 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 	東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 ５１６＋ ２１：１４．０	 ２２．９

６１０ ム コ ド ノ 牡３栗 ５６ 武士沢友治江川 伸夫氏 武市 康男 日高 川上 武志 ４６０－ ２１：１４．１クビ ６０．１�
２２ � ツクバハピネ 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣荻原 昭二氏 高橋 祥泰 米 James M.

Herbener Jr. ４５８－ ２１：１４．７３� ４４．３�
１１ 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± ０１：１４．９１� １５５．０
７１２ ハーバードペガサス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸齋藤 宏明氏 小林 常泰 新ひだか グランド牧場 ４４８＋ ２１：１５．０クビ ６８．５�
３３ アイファーリリアン 牝３鹿 ５４ 江田 照男中島 稔氏 境 征勝 静内 岡田スタツド B４９８＋ ４ 〃 クビ ２６８．１�
４５ リネンベイビー 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 ４８６－ ２１：１５．１クビ ７４６．９�
６９ フェアリールージュ 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真平本 敏夫氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 ４６６－１２ 〃 クビ ８９．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，１７８，８００円 複勝： ６１，３７０，１００円 枠連： １８，１８１，１００円

普通馬連： ５９，１０２，９００円 馬単： ５４，７７９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４２８，８００円

３連複： ７１，１４８，５００円 ３連単： １３９，９４２，８００円 計： ４５０，１３２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ３１０円 枠 連（３－４） ２００円

普通馬連 �� １９０円 馬 単 �� ２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ４２０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� ２，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２２１７８８ 的中 � １１８３３７（１番人気）
複勝票数 計 ６１３７０１ 的中 � ４０６９１６（１番人気）� ９９０６１（２番人気）� １４１９０（５番人気）
枠連票数 計 １８１８１１ 的中 （３－４） ６７９８５（１番人気）
普通馬連票数 計 ５９１０２９ 的中 �� ２３８１８０（１番人気）
馬単票数 計 ５４７７９７ 的中 �� １４８４６７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４２８８ 的中 �� ７４５１２（１番人気）�� １０２３３（５番人気）�� ６６１３（７番人気）
３連複票数 計 ７１１４８５ 的中 ��� ６３２５８（２番人気）
３連単票数 計１３９９４２８ 的中 ��� ４７３１７（４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．２―１２．２―１２．９―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．２―４６．４―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マルターズブレーヴ �
�
父 El Corredor �

�
母父 Mystery Storm デビュー ２００８．１０．５ 中山１０着

２００６．１．１５生 牡３鹿 母 Mystery’s Essence 母母 Thorough Fair ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円



０９０７６ ４月１８日 曇 良 （２１中山３）第７日 第４競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０分 （芝・右・外）

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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

８１５ メジロポピンズ 牝３栗 ５４ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４４８＋１０１：３７．１ １３．１�

４７ ファーストタッチ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４１６± ０１：３７．２� ９．５�
２３ トレノブレーヴィ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４５０± ０ 〃 ハナ ４．０�
１２ レッドストリング 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 ４７０ ―１：３７．３� ４．２�
６１２ チューベローズ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４３４± ０１：３７．４� １０．０�
５９ マリーンルージュ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 �ユートピア牧場 清水 英克 登別 ユートピア牧場 ４１４－ ４ 〃 クビ １８．０	
３５ エレガントマナー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸吉田 勝己氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４４４ ―１：３７．６１� ５．９

７１３ マスターコーク 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義�三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４３８－ ４１：３７．７クビ ６．７�
１１ マ ハ ラ ー ニ 牝３芦 ５４ 小林 淳一楠本 勝美氏 中川 公成 新冠 大栄牧場 ３８８－ ２ 〃 ハナ １２４．１�
７１４ プ リ ベ イ ル 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥�橋 信博氏 高橋 義博 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５６－ ４ 〃 クビ ２８．２
２４ ジ ョ テ イ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成重松 國建氏 鹿戸 雄一 浦河 冨岡牧場 ４２０－ １１：３７．９１� １３４．２�
５１０ ク ォ ー ク 牝３栗 ５４ 吉田 隼人栗坂 崇氏 萱野 浩二 静内 キヨタケ牧場 ４１４－ ８１：３８．０クビ ３１．４�
４８ メジロフューチャー 牝３鹿 ５４ 江田 照男�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ４８６－ ６１：３８．１� ２５６．２�
８１６ コスモロジーナ 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 青森 一山牧場 ４４４－ ８１：３９．４８ ３６５．５�
６１１ サクラアストリア 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣�さくらコマース尾関 知人 新冠 川上 悦夫 ４４８ ―１：３９．５� ４７．８�
３６ ボンソワマダム 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹田島榮二郎氏 谷原 義明 青森 大前 典男 ４３０ ―１：４０．６７ ２１６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６８８，２００円 複勝： ２８，１４４，４００円 枠連： ２０，５１６，０００円

普通馬連： ６６，２１７，９００円 馬単： ４５，５４１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３９９，０００円

３連複： ７６，８９５，８００円 ３連単： １１１，０６７，０００円 計： ３８８，４６９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ３９０円 � ２５０円 � １８０円 枠 連（４－８） ６，１８０円

普通馬連 �� ４，９００円 馬 単 �� ９，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２００円 �� １，２７０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ８，５２０円 ３ 連 単 ��� ６３，９４０円

票 数

単勝票数 計 １８６８８２ 的中 � １１３１５（７番人気）
複勝票数 計 ２８１４４４ 的中 � １６０９４（８番人気）� ２９３３１（４番人気）� ４９７０４（２番人気）
枠連票数 計 ２０５１６０ 的中 （４－８） ２４５２（２８番人気）
普通馬連票数 計 ６６２１７９ 的中 �� ９９７４（２３番人気）
馬単票数 計 ４５５４１１ 的中 �� ３３７０（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３９９０ 的中 �� ４３０９（１７番人気）�� ４０７４（２１番人気）�� ８４４１（５番人気）
３連複票数 計 ７６８９５８ 的中 ��� ６６６７（３１番人気）
３連単票数 計１１１０６７０ 的中 ��� １２８２（２３２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．０―１２．５―１２．４―１２．１―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．０―４８．５―１：００．９―１：１３．０―１：２５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．２

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

勝馬の
紹 介

メジロポピンズ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２００８．７．２７ 新潟１３着

２００６．３．１１生 牝３栗 母 メジロマリー 母母 メジロモニカ ６戦１勝 賞金 ５，０００，０００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。
（非抽選馬） １頭 ドリームガーデン号



０９０７７ ４月１８日 晴 良 （２１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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

３５ タイセイダンサー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新冠 アラキフアーム ４４０－ ２１：４９．６ ３．６�

１１ エバーライジング 牡３鹿 ５６ 伊藤 直人 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ５２６－ ４１：４９．７� ８７．５�
２２ クールアンフルール 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成�ターフ・スポート河野 通文 浦河 上山牧場 ４６８－ ６１：４９．８� ７．０�
５９ メジロテンダー 牡３黒鹿５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 B５２４± ０１：５０．２２� ５４．４�
３４ ショウナンアンサー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司国本 哲秀氏 栗田 博憲 浦河 桑田牧場 ４４４－ ８１：５０．６２� ６７．１�
６１０ マンハッタンジョイ 牝３青鹿５４ 柴山 雄一林 進氏 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 ４０６＋ ４１：５１．０２� ２８．３�
２３ コスモプライド 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 平取 広川 忠久 ４５２－ ２ 〃 アタマ ６４．７	
７１３ メガチューズデー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ４９０－１２ 〃 ハナ １．７

８１４ セイリュウザクラ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義関 駿也氏 武市 康男 宮城 関兵牧場 ４９０＋ ２１：５１．３１� ３３．９�
４７ マ シ ュ ー 牡３栗 ５６ 松岡 正海小林 薫氏 清水 英克 浦河 林 孝輝 B４４６－ ２１：５１．６２ １９．０�
５８ トウショウライド 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真トウショウ産業 保田 一隆 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B５０８－２２１：５１．７クビ １０７．１�
４６ プリズムドウル 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹玉井 宏和氏 鹿戸 雄一 様似 澤井 義一 ４７２－ ２１：５２．３３� ２０７．０�
６１１ カフェカプチーノ 牝３栗 ５４ 江田 照男�日進牧場 矢野 英一 様似 スイートフアーム ４３２－ ８１：５２．８３ １４３．０�
８１５ トップパートナー 牝３黒鹿５４ 石神 深一�藤沢牧場 高橋 裕 日高 佐々木 直孝 ４４８＋ ２１：５３．５４ ３８３．３�
７１２ サオリチャン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治瀬谷 �雄氏 小桧山 悟 新冠 秋田牧場 ４７０＋ ２ （競走中止） ２５．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，３２８，８００円 複勝： ３０，６５３，５００円 枠連： １９，１２０，０００円

普通馬連： ５９，５４３，０００円 馬単： ５６，１８９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４７４，１００円

３連複： ６７，５０９，６００円 ３連単： １２９，９６２，９００円 計： ４０４，７８１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � １，５１０円 � ２３０円 枠 連（１－３） １１，３４０円

普通馬連 �� １０，５２０円 馬 単 �� １７，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５８０円 �� ４１０円 �� ４，１１０円

３ 連 複 ��� ２０，３７０円 ３ 連 単 ��� １２３，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２０３２８８ 的中 � ４５００７（２番人気）
複勝票数 計 ３０６５３５ 的中 � ６０１９３（２番人気）� ３８７６（１１番人気）� ３７５３１（３番人気）
枠連票数 計 １９１２００ 的中 （１－３） １２４５（２１番人気）
普通馬連票数 計 ５９５４３０ 的中 �� ４１７８（２４番人気）
馬単票数 計 ５６１８９９ 的中 �� ２４１９（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４７４１ 的中 �� ３２１８（１５番人気）�� １４５５３（３番人気）�� １１９４（３０番人気）
３連複票数 計 ６７５０９６ 的中 ��� ２４４６（４７番人気）
３連単票数 計１２９９６２９ 的中 ��� ７７７（２４９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．９―１１．４―１２．３―１２．４―１２．４―１２．１―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．３―３５．７―４８．０―１：００．４―１：１２．８―１：２４．９―１：３７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３６．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

タイセイダンサー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００８．１１．２３ 東京２着

２００６．２．４生 牡３鹿 母 アラマサダンサー 母母 アラホウトク ５戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔競走中止〕 サオリチャン号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため３コーナーで競走中止。



０９０７８ ４月１８日 晴 良 （２１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５０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

６９ ストロングリターン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５０６＋ ４１：３４．８ １．５�

７１２ モンテアルベルト 牡３栗 ５６ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 B４６８－ ２１：３５．２２� １８．７�
６１０ ダイワバーガンディ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４５２± ０１：３５．３� １８．０�
３３ ストロングロビン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４７２－ ８１：３５．８３ ６６．６�
２２ サトノエクスプレス 牡３栗 ５６ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５００－１０ 〃 ハナ ４．５�
８１３ マイネルウェイヴ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４７４－ ２ 〃 ハナ ２０．０�
１１ キングオバマ 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 ４９０－ ２１：３５．９� ６２．１	
５８ ロラパルーザ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４８２－ ６１：３６．３２� １８．０

８１４ アグネスクイック 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人渡辺 孝男氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５１２± ０１：３６．７２� ６６．９�
７１１ マイネアリス 牝３青鹿５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 ビッグレッドファーム ４３０＋ ２１：３６．９１� ６１．６�
５７ ユウキハングリー 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司ちきり組合 郷原 洋行 静内 前谷 武志 ５２４＋ ４１：３７．１１ １２３．９
４５ ナンヨークイーン 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４３４± ０ 〃 ハナ １７．７�
３４ � サ ン ロ ー ド 牡３鹿 ５６ 加藤士津八長谷川兼美氏 加藤 和宏 日高 ホワイトエンジェル ４５０＋ ８１：３７．３１� ４５３．０�
４６ ムラマサノメイトー 牡３黒鹿５６ 小林 淳一新井 孝治氏 牧 光二 浦河 岡本 昌市 ４６２－ ２１：３８．１５ ２０５．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，３２４，０００円 複勝： ６２，９５７，０００円 枠連： ２２，８６８，９００円

普通馬連： ８０，９８１，７００円 馬単： ６８，７６８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，２９６，４００円

３連複： ７９，８９７，５００円 ３連単： １６２，２１５，０００円 計： ５３１，３０８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ３００円 � ３６０円 枠 連（６－７） ６００円

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� １，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ５１０円 �� ２，１４０円

３ 連 複 ��� ３，７４０円 ３ 連 単 ��� ８，６４０円

票 数

単勝票数 計 ２６３２４０ 的中 � １４４４３９（１番人気）
複勝票数 計 ６２９５７０ 的中 � ３９６４３０（１番人気）� ２５７４３（４番人気）� １９９４１（５番人気）
枠連票数 計 ２２８６８９ 的中 （６－７） ２８４０６（２番人気）
普通馬連票数 計 ８０９８１７ 的中 �� ６２７３９（３番人気）
馬単票数 計 ６８７６８４ 的中 �� ４１６１２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７２９６４ 的中 �� １８６８９（２番人気）�� １３６６２（５番人気）�� ２８４３（２１番人気）
３連複票数 計 ７９８９７５ 的中 ��� １５７９８（１３番人気）
３連単票数 計１６２２１５０ 的中 ��� １３８５６（２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．３―３５．１―４６．６―５８．６―１：１０．８―１：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．２

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

勝馬の
紹 介

ストロングリターン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Smart Strike デビュー ２００８．１０．１９ 東京２着

２００６．５．２６生 牡３鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar ６戦２勝 賞金 ２０，７１６，０００円
※キングオバマ号・ムラマサノメイトー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０９０７９ ４月１８日 晴 良 （２１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２０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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

４５ ヒカリマーガレット 牝５栗 ５５ 松岡 正海當山 �則氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４７６－ ６１：１１．２ ２．８�

８１３ ヤマニンプロローグ 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝土井 肇氏 佐々木亜良 新冠 錦岡牧場 B５１８＋ ６１：１１．４１� １６．２�
３３ � アルフェラッツ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一山下 恭茂氏 天間 昭一 浦河 山下 恭茂 ４９０＋ ２１：１２．１４ ６１．２�
８１２ マイネフルーレ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 門別 戸川牧場 ４５４－ ４１：１２．５２� ５６．４�

７１１ アクアリング 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム ４６０－ ６１：１２．６� １７．１	
４４ マルチメトリック 牝４鹿 ５５ 吉田 豊 �キャロットファーム 奥平 雅士 三石 鳥井牧場 ４７０＋ ８１：１２．７� ３．２

２２ フラミニアンウェイ 牝４鹿 ５５ 江田 照男吉田 勝己氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４３４± ０１：１３．０１� １２１．６�
６９ エフティメガミ 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ４８４－ ２１：１３．２１� ５．１�
５６ � カ ン タ カ 牝４青鹿５５ 内田 博幸�広富牧場 成島 英春 門別 広富牧場 ４４２－１０１：１３．３クビ ３１．３
６８ デ ル マ ベ ガ 牝４栗 ５５ 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 門別 ファニーヒルファーム ４８６＋２６ 〃 同着 ３７．７�
７１０ エレガントフラッグ 牝４黒鹿５５ 北村 宏司森口�一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム B４４２－ ４ 〃 クビ ３８．８�
５７ シルキーキュート 牝５黒鹿５５ 武士沢友治有限会社シルク保田 一隆 三石 タツヤファーム ４９８＋ ６１：１３．４� １０．６�
１１ コロナドスマイル 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹宮川 純造氏 中川 公成 新冠 的場牧場 ４４０－１０１：１４．１４ ２１．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，２７９，９００円 複勝： ３２，８１０，５００円 枠連： ２４，２０５，６００円

普通馬連： ７６，５４９，９００円 馬単： ５２，０２４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，８０８，２００円

３連複： ７９，８３３，３００円 ３連単： １３８，０３９，７００円 計： ４５０，５５１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ３９０円 � ７７０円 枠 連（４－８） ８２０円

普通馬連 �� １，６００円 馬 単 �� ２，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� １，６８０円 �� ４，９１０円

３ 連 複 ��� １２，５００円 ３ 連 単 ��� ４５，５７０円

票 数

単勝票数 計 ２２２７９９ 的中 � ６３３９６（１番人気）
複勝票数 計 ３２８１０５ 的中 � ８１１５１（１番人気）� １８８８６（６番人気）� ８５８９（１０番人気）
枠連票数 計 ２４２０５６ 的中 （４－８） ２２００３（５番人気）
普通馬連票数 計 ７６５４９９ 的中 �� ３５４２２（５番人気）
馬単票数 計 ５２０２４６ 的中 �� １５１７３（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４８０８２ 的中 �� １０７６３（５番人気）�� ３５７０（１８番人気）�� １１８４（４４番人気）
３連複票数 計 ７９８３３３ 的中 ��� ４７１７（３９番人気）
３連単票数 計１３８０３９７ 的中 ��� ２２３６（１３０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．５―１１．７―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．６―４６．３―５８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３６．６
３ １（１１，１３）（２，７）（８，５）－１０（３，４）９－１２－６ ４ １３（１，１１）５（２，７）－（３，８）４，９－（６，１２）１０
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５栗 母 タヤスメモリー 母母 アストレアⅡ １８戦３勝 賞金 ４０，４８０，０００円



０９０８０ ４月１８日 晴 良 （２１中山３）第７日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０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

７１０ ストロングバサラ 牡４黒鹿５７ 北村 宏司村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４９６± ０１：５５．１ １．４�

４４ � ナムラビスマルク 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝ディアレスト 佐々木亜良 門別 いとう牧場 B４８４± ０１：５５．８４ ９．４�
６８ ライトニングラン 牡４栗 ５７ 三浦 皇成 �ノースヒルズマネ

ジメント 尾関 知人 三石 土居 忠吉 ５１８－ ６１：５６．２２� ７．０�
８１１ リ キ ュ ウ 牡５栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真中村 政勝氏 本間 忍 青森 明成牧場 ４９８－ ４ 〃 アタマ ４３．１�
２２ フェイクスパ 牡４黒鹿５７ 内田 博幸山上 和良氏 中川 公成 浦河 谷口牧場 ５１２＋ ４１：５６．３クビ ６．６�
３３ � ゴールデンラダー �６黒鹿５７ 柴山 雄一�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム ４６４－ ６１：５６．４� ９１．１�
１１ オールフォーミー 牝４鹿 ５５ 吉田 豊有限会社シルク勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４６２－ ６１：５６．６１	 ４２．１	
８１２� スカイワード 牝５栗 ５５ 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 様似 ホウセイ牧場 ４５６－ ６１：５６．９２ ２３２．６

７９ � ス テ パ ノ ス 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 清水 利章 門別 サンシャイン

牧場 ４９２－ ６１：５７．０� ４７．４�
６７ エンジェルクィーン 牝４栗 ５５ 伊藤 直人松井三千年氏 小林 常泰 門別 豊洋牧場 ４７０＋１２１：５７．８５ １５７．６�
５６ � アルスグローリア 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人池田 正孝氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ５０４－ ２１：５８．７５ ９４．２
５５ � オペラダンディ 牡５栗 ５７ 宗像 徹小林けい子氏 水野 貴広 浦河 近藤牧場 ４９６＋ ６ （競走中止） ４１．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２４，９１２，８００円 複勝： ６２，８４６，２００円 枠連： ２０，９４２，２００円

普通馬連： ７４，６３７，２００円 馬単： ７２，１６５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，９５６，９００円

３連複： ７８，９４７，６００円 ３連単： ２００，７２８，０００円 計： ５６１，１３６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（４－７） ５４０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� ６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １７０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ６５０円 ３ 連 単 ��� １，９００円

票 数

単勝票数 計 ２４９１２８ 的中 � １４５６４１（１番人気）
複勝票数 計 ６２８４６２ 的中 � ４２７３２４（１番人気）� ３４８６９（４番人気）� ６７６９８（２番人気）
枠連票数 計 ２０９４２２ 的中 （４－７） ２９０４０（３番人気）
普通馬連票数 計 ７４６３７２ 的中 �� １０７５７７（３番人気）
馬単票数 計 ７２１６５７ 的中 �� ８７０２８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５９５６９ 的中 �� ２８０４７（３番人気）�� ４７１９０（１番人気）�� １３３４６（４番人気）
３連複票数 計 ７８９４７６ 的中 ��� ８９８８２（２番人気）
３連単票数 計２００７２８０ 的中 ��� ７８１７５（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．８―３８．２―５１．９―１：０５．２―１：１８．３―１：３０．７―１：４２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３６．８
１
３
７（１０，１１）（２，８）６（１，３）１２（５，９）－４・（７，１０，３）（２，８，１１，６，９）（１，４）１２＝５

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ストロングバサラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Gulch デビュー ２００７．１０．１３ 東京２着

２００５．５．８生 牡４黒鹿 母 ワイプザアイ 母母 Irlanda １２戦２勝 賞金 ３２，９００，０００円
〔競走中止〕 オペラダンディ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため４コーナーで競走中止。



０９０８１ ４月１８日 晴 良 （２１中山３）第７日 第９競走 ��
��２，０００�

や ま ふ じ

山 藤 賞
発走１４時２５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 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

７７ ブレイクナイン 牡３黒鹿５６ 吉田 豊青山 洋一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 ４９０＋ ６２：０２．１ ９．７�

６６ ハギノバロンドール 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２－ ８ 〃 アタマ ３．３�
２２ メジロルマン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�メジロ牧場 菊川 正達 洞爺湖 メジロ牧場 ４９４± ０２：０２．４２ ２．３�
４４ ブラストクロノス 牡３黒鹿５６ 北村 宏司村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 村下 明博 ４６４＋ ２２：０２．７２ １３．２�
１１ バックハウス 牡３栗 ５６ 吉田 隼人池谷 誠一氏 的場 均 三石 片山牧場 ４５０＋ ２ 〃 ハナ ６．３�
５５ メイショウパルマ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８８＋ ４２：０２．８クビ ７．４�
３３ ベ ス ト ラ ン 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣本間 茂氏 柴田 政人 新冠 北星村田牧場 ４４８－１０２：０３．７５ ２１．２	

（７頭）

売 得 金

単勝： ２８，３６５，２００円 複勝： ３４，４００，４００円 枠連： 発売なし

普通馬連： １００，２１６，９００円 馬単： ７１，９８４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４０１，１００円

３連複： ８０，２８５，１００円 ３連単： ２５５，７８２，８００円 計： ５９１，４３５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ４６０円 � １８０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １，３００円 馬 単 �� ３，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ３６０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ８３０円 ３ 連 単 ��� ９，５６０円

票 数

単勝票数 計 ２８３６５２ 的中 � ２３１５８（５番人気）
複勝票数 計 ３４４００４ 的中 � ２４１８９（５番人気）� ９４５３５（２番人気）
普通馬連票数 計１００２１６９ 的中 �� ５７１５１（７番人気）
馬単票数 計 ７１９８４０ 的中 �� １５４１２（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４０１１ 的中 �� １１４９７（７番人気）�� １２４２３（６番人気）�� ３９３１２（１番人気）
３連複票数 計 ８０２８５１ 的中 ��� ７１４２１（３番人気）
３連単票数 計２５５７８２８ 的中 ��� １９７６５（３４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．４―１２．２―１２．９―１３．０―１２．６―１１．７―１１．７―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．０―３６．４―４８．６―１：０１．５―１：１４．５―１：２７．１―１：３８．８―１：５０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．０
１
３
７，３，２－（４，５）（１，６）
７，３，２，１，４（６，５）

２
４
７－３，２（４，５）（１，６）
７（３，２）（１，４）（６，５）

勝馬の
紹 介

ブレイクナイン 

�
父 スペシャルウィーク 


�
母父 Capote デビュー ２００９．１．５ 中山３着

２００６．３．１生 牡３黒鹿 母 カフェテラス 母母 Fabulous Notion ５戦２勝 賞金 １７，７６７，０００円
※出走取消馬 キングヴィオラ号（疾病〔左第１指骨粉砕骨折〕のため）



０９０８２ ４月１８日 晴 良 （２１中山３）第７日 第１０競走 ��
��１，８００�

そ う ぶ

総武ステークス
発走１５時００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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２３ � エアマックール 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-
ter Farm ４７８－ ６１：５１．９ ５．１�

２４ ボクノタイヨウ 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４８６＋ ６１：５２．０� ３．９�
３６ ツルマルビビッド 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ

ルスタッド ４６８－ ８１：５２．１� ２２．８�
３５ マルブツクロス 牡６芦 ５７ 北村 宏司大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 B５２６－ ６１：５２．８４ ２６．９�
５９ スマートサイクロン 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人大川 徹氏 高木 登 門別 野島牧場 ５１６－ ６ 〃 アタマ ５．７�
４７ グッドフロマージュ 牡６鹿 ５７ 松岡 正海杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 アラキフアーム ５１６＋１０１：５３．０１� １４９．０�
６１１ コロナグラフ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 	社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９０－ ４ 〃 ハナ ３．０

１２ ヤマタケゴールデン 牡６栗 ５７ 武士沢友治山中 和子氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ４８４－１２１：５３．１� ５８．３�
８１５� デイフラッシュ 牡７鹿 ５７ 蛯名 正義清進電設� 戸田 博文 米 Nancy C.

Shuford ５００－１６１：５３．５２� ６８．３�
７１４ タマモグレアー 	５鹿 ５７ 柴田 善臣タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５０４－１２１：５３．７１ ２９．１
５１０ プログレスエバー 牡６鹿 ５７ 菊地 昇吾橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 大島牧場 ５８２＋ ６１：５３．８� １０３．５�
４８ ナリタブラック 牡７芦 ５７ 小坂 忠士�オースミ 崎山 博樹 浦河 吉田 又治 ５００＋ ２ 〃 クビ １７０．５�
８１６ サンライズボンバー 牡６鹿 ５７ 江田 照男松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 B５００－１０ 〃 ハナ １１５．５�
１１ ヒシポラリス 牡５鹿 ５７ 岩部 純二阿部雅一郎氏 手塚 貴久 新冠 富本 茂喜 ４９６± ０１：５３．９クビ ３５．１�
６１２ ベルモントヤマユリ 牝４鹿 ５５ 吉田 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 ５５６－１０１：５４．３２� ３８．９�
７１３ グラスブラスト 牡４青鹿５７ 小林 淳一半沢	 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０６＋ ２１：５４．４� １３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，６６５，０００円 複勝： ５１，１７７，９００円 枠連： ５０，８７９，８００円

普通馬連： １８４，９６５，０００円 馬単： １１０，１７８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，５２９，８００円

３連複： １７８，９７５，４００円 ３連単： ３６０，６４６，６００円 計： １，０１４，０１８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２１０円 � １８０円 � ４６０円 枠 連（２－２） １，１４０円

普通馬連 �� １，０７０円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� １，７４０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� ６，９００円 ３ 連 単 ��� ２５，６２０円

票 数

単勝票数 計 ３２６６５０ 的中 � ５０８０７（３番人気）
複勝票数 計 ５１１７７９ 的中 � ６９４１４（４番人気）� ９０４１４（２番人気）� ２３３５５（７番人気）
枠連票数 計 ５０８７９８ 的中 （２－２） ３３０９９（４番人気）
普通馬連票数 計１８４９６５０ 的中 �� １２８２３６（４番人気）
馬単票数 計１１０１７８７ 的中 �� ３７０５５（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４５２９８ 的中 �� ２４２０２（５番人気）�� ６０４０（２１番人気）�� ７７５５（１３番人気）
３連複票数 計１７８９７５４ 的中 ��� １９１６０（２２番人気）
３連単票数 計３６０６４６６ 的中 ��� １０３９１（５９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１２．２―１２．６―１２．１―１２．４―１２．９―１３．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．３―３５．５―４８．１―１：００．２―１：１２．６―１：２５．５―１：３８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．３
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�エアマックール �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Gone West デビュー ２００７．９．１６ 中山３着

２００５．４．６生 牡４黒鹿 母 Macarena Macarena 母母 Angelic Song １２戦４勝 賞金 ５６，２６９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５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 ストラディヴァリオ号・パピヨンシチー号・フルブラッサム号・マイプリティワン号



０９０８３ ４月１８日 晴 良 （２１中山３）第７日 第１１競走
第１１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４０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 ５３２，０００円 １５２，０００円 ７６，０００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

７１３ スプリングゲント 牡９鹿 ６３．５ 白浜 雄造加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ５１０－ ６４：４９．１ ３．２�

６１０ キングジョイ 牡７鹿 ６３．５ 高田 潤松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 川上牧場 ５０８± ０ 〃 クビ ２．１�
５８ オープンガーデン 牡５鹿 ６３．５ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ４８４－ ２４：５１．９大差 ２３．４�
８１４ クルワザード 牡７栗 ６３．５ 北沢 伸也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 武岡牧場 B４６０＋ ４４：５３．４９ ７３．７�
４７ � ドールリヴィエール 牡５鹿 ６３．５ 黒岩 悠服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４９０－ ２４：５３．６１� ３６．１�
２３ � ジ ノ ラ ッ ド �９黒鹿６３．５ C．ダーデン J．パーセル氏 A．パーセル 豪 Mayfields Pro-

prietors,SA ５１４＋ ６４：５４．６６ ２１．６�
（Ginolad（AUS）） （豪） （豪）

２２ テイエムトッパズレ 牡６青鹿６３．５ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４４２－１８４：５４．７	 ２３．３	
３４ コウヨウウェーブ 牡５芦 ６３．５ 五十嵐雄祐寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 ５００± ０４：５５．０２ ５０．５

７１２ テイエムエース 牡６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 ４６２－ ６４：５５．１	 １１．６�
６１１ ス タ ル カ 牡４鹿 ６２ 穂苅 寿彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 萱野 浩二 新冠 競優牧場 ４９４± ０４：５５．７３	 ４３．９�
５９ バトルブレーヴ 牡７芦 ６３．５ 西谷 誠宮川 秋信氏 本田 優 静内 西村 和夫 ５３０± ０４：５６．７６ ２１．６
３５ トーワヒヨシマル 牡４栗 ６２ 小坂 忠士齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４７２± ０４：５７．６５ １０．７�
４６ � クロタラリア 牝６黒鹿６１．５ 石神 深一井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４９４－ ８４：５７．７	 ２０７．７�
８１５ グランツーリズモ �５黒鹿６３．５ 浜野谷憲尚飯田 政子氏 藤原 辰雄 静内 千代田牧場 ４７６± ０５：００．３大差 １２６．２�
１１ メイケイグリーン �５黒鹿６３．５ 出津 孝一名古屋競馬� 木原 一良 静内 寺越 政幸 ４７０－１６５：０６．４大差 １０４．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５６，４２０，２００円 複勝： ６５，８８９，５００円 枠連： ７５，１５１，７００円

普通馬連： ２６２，９０４，３００円 馬単： １８１，６３０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ６５，１８０，２００円

３連複： ２９４，６９４，１００円 ３連単： ６５３，４９２，７００円 計： １，６５５，３６２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ３９０円 枠 連（６－７） ２９０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� １，１２０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ２，０６０円 ３ 連 単 ��� ８，４５０円

票 数

単勝票数 計 ５６４２０２ 的中 � １３９９９９（２番人気）
複勝票数 計 ６５８８９５ 的中 � １４１３２８（２番人気）� ２３６５４５（１番人気）� ２３５９２（８番人気）
枠連票数 計 ７５１５１７ 的中 （６－７） １９７９１３（１番人気）
普通馬連票数 計２６２９０４３ 的中 �� ５３４２１２（１番人気）
馬単票数 計１８１６３００ 的中 �� １６７０８０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６５１８０２ 的中 �� １２４９８２（１番人気）�� １１７２１（１３番人気）�� １８５８３（８番人気）
３連複票数 計２９４６９４１ 的中 ��� １０５６８６（５番人気）
３連単票数 計６５３４９２７ 的中 ��� ５７１０４（１６番人気）

上り １マイル １：４８．４ ４F ５２．４－３F ３９．３
コーナー
通過順位

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

�
�

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

勝馬の
紹 介

スプリングゲント �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ニツポーテイオー デビュー ２００２．１２．１ 阪神３着

２０００．４．３０生 牡９鹿 母 スプリングマドンナ 母母 ハイランドファンタジー 障害：９戦７勝 賞金 ２８７，６１０，０００円
※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。



０９０８４ ４月１８日 晴 良 （２１中山３）第７日 第１２競走 ��
��１，２００�

か し ま

鹿 島 特 別
発走１６時２５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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５９ � フミノパシフィック 牡４栗 ５７ 松岡 正海谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ５０４± ０１：１１．８ ５．６�

６１１� デュアルプロセッサ 牡６鹿 ５７ 北村 宏司薗部 博之氏 宗像 義忠 米 North Star
Equine, Inc ４８０－ ８１：１１．９	 １４．６�

３５ リーズレセプション 牡５黒鹿５７ 勝浦 正樹�佐藤牧場 藤原 辰雄 早来 ノーザンファーム ４９６－ ４１：１２．１１
 ３．５�
（法６３４）

２４ セイコースペシャル 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４８４－ ４１：１２．３１� ５．２�
８１５� セレスダイナミック �６黒鹿５７ 後藤 浩輝岡 浩二氏 福永 甲 加 Stonyfield

Farm ４８６＋ ４ 〃 ハナ ５０．８�
１２ テンザンモビール 牡６黒鹿５７ 三浦 皇成平野 澄江氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 B４８２＋ ４１：１２．５１
 １３．１�
４７ ローランバーク 牡５栗 ５７ 内田 博幸斉藤 敏博氏 水野 貴広 浦河 宮内牧場 ４７８＋１０ 〃 ハナ ２１．０	
７１３ ラオムフェーレ 牡５栗 ５７ 柴田 大知�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４９０± ０１：１２．６クビ １８５．６

３６ � モエレジンダイコ 牡４栗 ５７ 伊藤 工真坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４７８＋ ２１：１２．７
 ２６．２�
６１２ トムアウトランダー 牡４栗 ５７ 吉田 豊庄野 昭彦氏 佐藤 吉勝 門別 庄野牧場 ４８８＋ ２ 〃 クビ ８．５�
７１４ メイショウアーチャ 牡４青 ５７ 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 三石 本桐牧場 ５０８＋ ２１：１２．９１
 ３１．０
１１ ジ ャ ド ー ル 牝５青鹿５５ 蛯名 正義 �グリーンファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ５０４＋１２ 〃 ハナ ６．１�
４８ ミンナシアワセ 牝６鹿 ５５ 小林 淳一神山 幸男氏 土田 稔 門別 北海牧場 ４８４－ ２ 〃 アタマ ２４６．４�
２３ � ファインセンテンス 牡６栗 ５７ 柴山 雄一前田 幸治氏 和田 正道 米 M. LaDona

Hudson B５３６± ０１：１３．１１ ７３．６�
５１０ ケルティックハープ 牝５栗 ５５ 伊藤 直人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 ４７４－ ４１：１３．２	 １８１．０�
８１６ ピンククラウド 牝５鹿 ５５ 岩部 純二星野 壽市氏 手塚 貴久 静内 桜井牧場 ５０８－ ４１：１３．４１
 ９５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，９４５，２００円 複勝： ６３，６４４，８００円 枠連： ５０，９９２，３００円

普通馬連： １９６，１７０，８００円 馬単： １１２，３３９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，５４７，６００円

３連複： ２０５，４１８，５００円 ３連単： ４２８，１１１，４００円 計： １，１４５，１７０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２００円 � ３６０円 � １５０円 枠 連（５－６） １，５６０円

普通馬連 �� ４，４００円 馬 単 �� ６，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３１０円 �� ４５０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ４，７９０円 ３ 連 単 ��� ３２，０３０円

票 数

単勝票数 計 ３６９４５２ 的中 � ５２７７５（３番人気）
複勝票数 計 ６３６４４８ 的中 � ８４０９８（３番人気）� ３６１１５（７番人気）� １４９２９６（１番人気）
枠連票数 計 ５０９９２３ 的中 （５－６） ２４２０５（１０番人気）
普通馬連票数 計１９６１７０８ 的中 �� ３２９２４（２０番人気）
馬単票数 計１１２３３９６ 的中 �� １２２０５（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１５４７６ 的中 �� ９１７７（１５番人気）�� ３０８８５（２番人気）�� １４７４１（７番人気）
３連複票数 計２０５４１８５ 的中 ��� ３１６６６（１１番人気）
３連単票数 計４２８１１１４ 的中 ��� ９８６５（８９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．８―１２．０―１２．０―１２．６

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フミノパシフィック �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 エ ブ ロ ス

２００５．５．２６生 牡４栗 母 モ リ チ ヅ ル 母母 ベ ル ロ ビ ン １０戦２勝 賞金 ３１，９４９，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］



（２１中山３）第７日 ４月１８日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６４頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
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

３２２，３９０，０００円
３，２５０，０００円
６，３５０，０００円
２，１７０，０００円
３４，０００，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

５８，８６８，０００円
６，０３７，０００円
１，６１３，７００円

勝馬投票券売得金
３２４，７１７，６００円
５８１，２０１，７００円
３３６，２０２，５００円
１，２７３，７２２，１００円
９１８，３６７，５００円
３６５，５７７，２００円
１，３４１，５１７，１００円
２，８０６，５６５，５００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 ７，９４７，８７１，２００円

総入場人員 ３１，９８６名 （有料入場人員 ３０，１２４名）




