
０８０３７ ４月４日 晴 良 （２２中山３）第４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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

２３ プ ロ ポ ー ズ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司河村 祥史氏 鹿戸 雄一 浦河 吉田 又治 ４６６＋ ６１：１３．３ ５．０�

５９ ニシノヤッコ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠西山 茂行氏 浅野洋一郎 むかわ 西山牧場 ４４８－ ２ 〃 クビ ８．５�
７１４ ミ ク ル 牝３鹿 ５４ 横山 典弘�ターフ・スポート矢野 英一 様似 小田 誠一 ４６８± ０１：１３．４クビ ３．５�
６１２ チェリーウォーター 牝３芦 ５４

５１ ▲丸山 元気櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 ４５０＋ ８１：１３．６１� ８．２�
１２ レインボーハート 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太村井 良孝氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：１３．８１� ６．２�

（大井）

４８ ムラマサヒメ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人新井 孝治氏 高木 登 浦河 岡本 昌市 ４２６－ ４１：１４．０１� １１４．１�
４７ ア リ ガ タ イ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成小田切有一氏 古賀 慎明 日高 山本 通則 ４６０ ―１：１４．２１� ６６．５	
５１０ ムーンダスト 牝３栗 ５４ 田中 博康 
グリーンファーム 斎藤 誠 青森 諏訪牧場 ４４２＋ ４１：１４．５１� ６．９�
８１５ トーセンディーバ 牝３栗 ５４ 小林 淳一島川 �哉氏 鈴木 勝美 日高 ファーミングヤナキタ ４５０－ ６ 〃 アタマ １６．４
３６ ワ ン エ イ ム 牝３栗 ５４ 江田 照男小林 博雄氏 中野 栄治 新冠 新冠橋本牧場 ４４２± ０１：１４．６クビ １３０．９�
７１３ マイネカラフル 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム B４２０＋ ８ 〃 アタマ ４３．５�
１１ サウンドクルーズ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広高橋 文男氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８－１０１：１４．７� １５．１�
３５ バトルオヤユビヒメ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人宮川 秋信氏 的場 均 日高 山際 辰夫 ３８０－１０１：１４．８クビ ６０．１�
２４ エプソムカーニバル 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真 
ジャパン・
ホースマン・クラブ 平井 雄二 新ひだか 小河 豊水 ４３０－ ２ 〃 クビ ２９７．５�

８１６ モアミュージック 牝３栗 ５４ 小野 次郎大原 詔宏氏 尾関 知人 浦河 有限会社
大原ファーム ４８０ ―１：１５．５４ ６６．３�

６１１ アルエットシチー 牝３芦 ５４ 武士沢友治 
友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 富川田中牧場 ４７６ ―１：１６．５６ １２５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，５８９，０００円 複勝： ３３，５０４，２００円 枠連： １９，８７９，６００円

普通馬連： ６４，３７５，６００円 馬単： ４３，７３８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２２７，７００円

３連複： ８５，６８７，６００円 ３連単： １２１，６４２，１００円 計： ４１０，６４４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １６０円 � ２００円 � １４０円 枠 連（２－５） ９６０円

普通馬連 �� １，８６０円 馬 単 �� ３，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ３５０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，７８０円 ３ 連 単 ��� １１，７６０円

票 数

単勝票数 計 １７５８９０ 的中 � ２８１５５（２番人気）
複勝票数 計 ３３５０４２ 的中 � ５９３９７（２番人気）� ３８４７３（３番人気）� ７３２２２（１番人気）
枠連票数 計 １９８７９６ 的中 （２－５） １５３３２（６番人気）
普通馬連票数 計 ６４３７５６ 的中 �� ２５６６４（７番人気）
馬単票数 計 ４３７３８６ 的中 �� ９７１９（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２２７７ 的中 �� ９８５９（５番人気）�� １８１８４（１番人気）�� １１２０８（２番人気）
３連複票数 計 ８５６８７６ 的中 ��� ３５６６３（２番人気）
３連単票数 計１２１６４２１ 的中 ��� ７６４０（１３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．７―１２．３―１２．４―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．７―４７．０―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ ロ ポ ー ズ �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ラシアンルーブル デビュー ２００９．８．８ 新潟２着

２００７．４．５生 牝３鹿 母 キタノファンタジー 母母 ビユテイフルクイン ８戦１勝 賞金 １４，３５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 オウカランマン号・トレグラツィエ号・トーセンママレード号
※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。



０８０３８ ４月４日 曇 良 （２２中山３）第４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
１：４７．８

重

重

２３ リキアイクロフネ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 B４６４－ ８１：５７．４ ７．７�

７１３ ジ ン ダ リ ー 牡３芦 ５６ 内田 博幸吉田 和美氏 斎藤 誠 新ひだか タイヘイ牧場 B４６８－ ２ 〃 クビ １．４�
１１ トーアボンジョルノ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ４９４－ ４１：５８．４６ ６．８�
３４ ドリームゴスペル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊セゾンレースホース� 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ５２６＋ ４１：５８．８２� ５１．２�
７１２ ヒノモトイチバン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ４５２＋ ６１：５８．９� ９２．７�
２２ コンプリートダンス 牡３黒鹿５６ 木幡 初広石瀬 浩三氏 嶋田 功 青森 ワールドファーム ５３０± ０１：５９．０� ２５．２�
８１４ リワードタルカン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社

リワード ４８６＋１０１：５９．４２� １３５．０	
５８ シャインオブロード 牡３芦 ５６

５３ ▲丸山 元気皆川 博文氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ５１２－ ４１：５９．５� ４０８．４

４７ ヒラボクキセキ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ５２６± ０ 〃 クビ １１．３�
６１１ トラストイチゲキ 牡３芦 ５６ 柴山 雄一菅波 雅巳氏 高橋 裕 えりも エクセルマネジメント B４５８± ０１：５９．８１� １４１．８�
４６ デルマアウレリア 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 小林 常泰 日高 ファニーヒルファーム ４１８－ ８ 〃 クビ ２９．０

（大井）

６１０ スマートクロノス 牡３鹿 ５６
５３ ▲伊藤 工真大川 徹氏 栗田 博憲 新ひだか 西村 和夫 ４７２－ ２１：５９．９クビ ３６．１�

８１５ ミ ブ ノ ギ シ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信松本 俊廣氏 田中 清隆 新冠 タニグチ牧場 ４８６－１２２：００．２１� ２４２．０�
３５ ウメニウグイス 牡３青 ５６

５３ ▲小野寺祐太江川 伸夫氏 矢野 英一 新冠 川上 悦夫 ４５２± ０２：００．４１� ３８３．５�
５９ ミッドパッション 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎小原 巖氏 本郷 一彦 新ひだか 岡田牧場 ４５４－ ２２：０３．９大差 １３６．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，５５５，１００円 複勝： ６６，２４１，７００円 枠連： １８，６４３，０００円

普通馬連： ５６，６０３，９００円 馬単： ５４，０２３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２６９，５００円

３連複： ７２，６８０，２００円 ３連単： １４５，２４１，６００円 計： ４５９，２５８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（２－７） ３２０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ３９０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ６３０円 ３ 連 単 ��� ５，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２１５５５１ 的中 � ２２０７４（３番人気）
複勝票数 計 ６６２４１７ 的中 � ５１４３５（３番人気）� ４５５５３９（１番人気）� ５７８１０（２番人気）
枠連票数 計 １８６４３０ 的中 （２－７） ４４３２２（１番人気）
普通馬連票数 計 ５６６０３９ 的中 �� ９７０６４（２番人気）
馬単票数 計 ５４０２３０ 的中 �� ２４４３１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２６９５ 的中 �� ３２２６１（２番人気）�� １２２７２（４番人気）�� ４４１３３（１番人気）
３連複票数 計 ７２６８０２ 的中 ��� ８５２５４（１番人気）
３連単票数 計１４５２４１６ 的中 ��� １９３６６（１３番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．１―１３．５―１３．９―１３．２―１３．０―１２．６―１２．６―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．９―３８．４―５２．３―１：０５．５―１：１８．５―１：３１．１―１：４３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３８．９
１
３

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

リキアイクロフネ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．７．１２ 阪神１４着

２００７．４．２０生 牡３鹿 母 エイダイヒロイン 母母 ユキノサンライズ １０戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔発走状況〕 ミッドパッション号は，枠内駐立不良〔突進〕。

スマートクロノス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミッドパッション号は，平成２２年５月４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。



０８０３９ ４月４日 曇 良 （２２中山３）第４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

７１４� ローカパーラ 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太伊達 敏明氏 上原 博之 米 Hidekazu
Date ５２８＋ ２１：１３．５ ２．０�

（大井）

２３ シングンデパーチャ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣伊坂 重憲氏 本間 忍 浦河 三枝牧場 ５１２－ ２１：１３．７１� １２．３�
８１６ ブラウンチーター 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真楠田 均氏 大江原 哲 新冠 北星村田牧場 ４８２－ ８ 〃 クビ ４８．７�
８１５ アラヴォートル �３栗 ５６ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 浦河 丸村村下

ファーム B４４６－１０１：１３．９１	 ６．７�
２４ タイセツナチキュウ 牡３青鹿５６ 北村 宏司小田切有一氏 古賀 慎明 浦河 木村牧場 ４８０－ ８ 〃 ハナ ２６．７�
７１３� ホノルルシチー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 米

Emilie Fojan &
Bona Terra
Stud LLC

B５０２＋ ６１：１４．０クビ ４．８�
５９ キングリョウガ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成増田 陽一氏 田島 俊明 青森 イズモリファーム B４６８－ ４１：１４．１	 ８５．６	
５１０ レジスタンス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊前田 幸治氏 古賀 史生 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３４－ ６１：１４．２クビ ８５．７

３６ ダイワビバーチェ 牡３青 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 秋山 雅一 新ひだか 折手牧場 ４７６－ ２１：１４．６２	 ９．１�
６１２ キ ー マ ン �３鹿 ５６ 大庭 和弥松尾 正氏 嶋田 潤 秋田 松尾 豊 ４５２－ ４１：１４．８１	 ３０．９�
１２ セトノランナー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人難波 澄子氏 戸田 博文 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６２ ― 〃 ハナ ７７．１
６１１ フラワーイーリス 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気花垣 春男氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 ４５０－ ４１：１５．２２	 ４２７．４�
４７ ペ リ グ ー 牝３鹿 ５４ 江田 照男齋藤 實氏 中野 栄治 新ひだか 田中 春美 ４４６＋ ３１：１５．７３ ９５．８�
４８ ケイアイアシュラ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 松田 三千雄 ４８６－ ８１：１６．０２ １７．０�
１１ スラッシュカフェ 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４０２＋ ２１：１６．３２ ６５９．６�
３５ スターゲイト �３栗 ５６ 田中 博康釘田 義広氏 坂本 勝美 新ひだか 神垣 道弘 ５０６ ―１：１７．７９ ２２７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，２６８，２００円 複勝： ４１，２８８，８００円 枠連： ２３，８１９，９００円

普通馬連： ６８，４７５，９００円 馬単： ５３，４６５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７９６，３００円

３連複： ８９，４６９，１００円 ３連単： １４５，５２５，６００円 計： ４７４，１０９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � ２８０円 � ９５０円 枠 連（２－７） ５５０円

普通馬連 �� １，２８０円 馬 単 �� １，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� １，６１０円 �� ６，０００円

３ 連 複 ��� １４，４１０円 ３ 連 単 ��� ４５，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２３２６８２ 的中 � ９３６９３（１番人気）
複勝票数 計 ４１２８８８ 的中 � １２７９３７（１番人気）� ３２８４６（５番人気）� ７６８９（９番人気）
枠連票数 計 ２３８１９９ 的中 （２－７） ３２３３８（２番人気）
普通馬連票数 計 ６８４７５９ 的中 �� ３９６８５（４番人気）
馬単票数 計 ５３４６５９ 的中 �� ２１０９９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７９６３ 的中 �� １４１８０（４番人気）�� ４３１４（１７番人気）�� １１１５（５０番人気）
３連複票数 計 ８９４６９１ 的中 ��� ４５８４（４４番人気）
３連単票数 計１４５５２５６ 的中 ��� ２３５５（１２７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．５―１２．７―１２．９―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．８―３４．３―４７．０―５９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．７―３F３９．２
３ ・（４，６，８，１３）（９，１４）１５（５，３，１２）１６，１１－（１０，１）７－２ ４ ・（４，６）（８，１３）９，１４，３，１５，１２，１６，１１（５，１０，１）－７，２

勝馬の
紹 介

�ローカパーラ �
�
父 Vindication �

�
母父 Afleet デビュー ２００９．１０．２４ 東京６着

２００７．３．１生 牡３鹿 母 Primo Ordine 母母 Mon Paris ７戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走状況〕 ペリグー号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スターゲイト号は，平成２２年５月４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。



０８０４０ ４月４日 曇 良 （２２中山３）第４日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１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
１：４７．８

重

重

６８ ジュヌドラゴン 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：５８．２ ２．３�
（大井）

６９ ダイビングキャッチ 牡３芦 ５６ 吉田 豊島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ４５６± ０１：５８．５２ １２．５�
４４ � リアライズトロイカ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�リアライズ 森 秀行 米 Brushwood

Stable ４９２＋ ４１：５８．６� ５．５�
３３ ウエスタンウェイブ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ４５６－ ２１：５８．８� ４．４�
５６ トゥルーマイハート 牡３青鹿５６ 内田 博幸 �グリーンファーム 堀 宣行 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５３８－ ２１：５９．１２ ６．１�
８１３� アポロヴァンドーム 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Hopewell In-

vestments LLC ５１０ ―１：５９．２クビ ７．９	
２２ ナンヨービクトリー 牡３栗 ５６ 張田 京中村 �也氏 小笠 倫弘 浦河 高松牧場 B４９４＋ ４ 〃 クビ ８７．０


（船橋）

７１１ ローレルデパール 牡３黒鹿５６ 江田 照男 �ローレルレーシング 矢野 英一 新冠 リコーファーム ４５２± ０２：００．１５ １５４．３�
８１２ ロードラッセル �３黒鹿 ５６

５３ ▲丸山 元気 �ロードホースクラブ 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド ４７２－１２ 〃 アタマ １９４．３�
１１ ディアシルフ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一�樽さゆり氏 土田 稔 日高 佐々木 直孝 ４７８ ―２：００．２クビ ２１８．４
７１０ シルクアサーション 牡３黒鹿５６ 郷原 洋司有限会社シルク郷原 洋行 新冠 中村農場 ４５８－ ８２：０１．３７ ６１７．５�
５７ ヘリコプターマネー 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹�グリーンテック中野 栄治 安平 	橋本牧場 B４４４－ ２２：０１．５１
 ２９９．５�
４５ � アポロダイバー 牡３青鹿５６ 丹内 祐次菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Bill Wahl LLC

& Gainesway ５１８－ ４２：０２．８８ １８６．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，７２３，０００円 複勝： ３７，９７４，０００円 枠連： １７，６１３，６００円

普通馬連： ６２，６９６，１００円 馬単： ５３，７９７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１４２，８００円

３連複： ７２，６４４，７００円 ３連単： １４５，３２０，３００円 計： ４３６，９１１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � １７０円 枠 連（６－６） １，１５０円

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ２６０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� １，６００円 ３ 連 単 ��� ７，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２２７２３０ 的中 � ８０１２７（１番人気）
複勝票数 計 ３７９７４０ 的中 � １４４７１１（１番人気）� ２８５４８（５番人気）� ５０８５６（３番人気）
枠連票数 計 １７６１３６ 的中 （６－６） １１３６３（６番人気）
普通馬連票数 計 ６２６９６１ 的中 �� ４１０７１（５番人気）
馬単票数 計 ５３７９７０ 的中 �� ２４８７６（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１４２８ 的中 �� １３９３９（６番人気）�� ２６２２７（２番人気）�� ６８１５（１１番人気）
３連複票数 計 ７２６４４７ 的中 ��� ３３７０１（６番人気）
３連単票数 計１４５３２０３ 的中 ��� １４００１（２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３８．２―５２．１―１：０６．０―１：１９．３―１：３２．１―１：４５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３８．９
１
３
１１（６，１３）４，３，１２，９，２，８（７，１０）５，１・（１１，１３）（６，８）４（３，９，５）２，１２，１０，７，１

２
４

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

勝馬の
紹 介

ジュヌドラゴン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Woodman デビュー ２００９．１１．２９ 東京４着

２００７．３．１３生 牡３黒鹿 母 ピュアティー 母母 L’Extra Honor ５戦１勝 賞金 ９，４００，０００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。



０８０４１ ４月４日 曇 良 （２２中山３）第４日 第５競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

２：１０．１
２：１０．１

良

良

８１６� コスモメドウ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 愛 Abergwaun
Farms ４５２－ ４２：１５．９ ３．７�

６１２ ゴートゥザミラノ 牡３青鹿５６ 柴田 善臣嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 岡田牧場 ４５８－ ２２：１６．１１� １３．７�
４８ レアーレスパーダ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �社台レースホース上原 博之 安平 追分ファーム ５１８－１８２：１６．３１� １１．５�
５９ アドマイヤキャロル 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ２ 〃 クビ ７．２�
６１１ ブレトワルダ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ５３０－ ８２：１６．５１� ３．８�
７１４ アエネアース 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 伊藤 伸一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６－１０ 〃 ハナ ２３．２�
７１３ マイネルウーノ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 青森 イズモリファーム ４７２± ０２：１６．６� ５．９

３５ メジロカトリーヌ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４６２－ ４２：１６．７� １６．５�
１２ ジェイピーブルース 	３鹿 ５６ 木幡 初広北洋レーシング 坂本 勝美 浦河 平成ファーム ４８２ ―２：１６．９１� １８２．８�
８１８ ダイワシールド 牡３栗 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 秋山 雅一 新ひだか 折手牧場 ４７２－ ２２：１７．３２� ９２．０
３６ ヤマニンミュゼット 牝３青鹿５４ 戸崎 圭太土井 肇氏 田村 康仁 新冠 錦岡牧場 ４３８＋ ２２：１７．４� １３．２�

（大井）

２３ ユアアイズオンリー 牡３栗 ５６ 内田 博幸山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B４８２－１４２：１７．５クビ ４８．６�
７１５ メジロシールズ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹�メジロ牧場 菊川 正達 洞爺湖 メジロ牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ １００．１�
２４ トーセンウラヌス 牝３青鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム ４４６＋ ２２：１７．６� ６２．１�

５１０ メイプリマベーラ 牡３鹿 ５６
５３ ▲丸山 元気 	グリーンファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B５０２－１２２：１７．８１ ３３６．９�

４７ レオアビリティ 牡３青鹿５６ 江田 照男田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 市川フアーム ４８６－ ４２：１８．０１� １５２．２�
１１ カンタベリーナナ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一峰 哲馬氏 鈴木 勝美 浦河 グラストレーニ

ングセンター ３９６± ０２：１８．３１
 ３６５．６�
８１７ ロ ズ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�三嶋牧場 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４８６－１８２：２０．５大差 ４０６．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，６０７，６００円 複勝： ４６，１２９，７００円 枠連： ２３，９０３，９００円

普通馬連： ８０，７９５，７００円 馬単： ５６，３６４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，１８０，７００円

３連複： ９９，０２７，４００円 ３連単： １５４，９５７，４００円 計： ５１７，９６６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � ４４０円 � ３７０円 枠 連（６－８） ６４０円

普通馬連 �� ３，１７０円 馬 単 �� ４，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１８０円 �� １，０６０円 �� ３，９９０円

３ 連 複 ��� １４，０７０円 ３ 連 単 ��� ９０，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２５６０７６ 的中 � ５５２００（１番人気）
複勝票数 計 ４６１２９７ 的中 � １３４１８６（１番人気）� ２１００２（７番人気）� ２５９７９（５番人気）
枠連票数 計 ２３９０３９ 的中 （６－８） ２７９８７（２番人気）
普通馬連票数 計 ８０７９５７ 的中 �� １８８５２（１２番人気）
馬単票数 計 ５６３６４５ 的中 �� ８５４８（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１１８０７ 的中 �� ６５８９（１３番人気）�� ７４０６（９番人気）�� １８６２（４４番人気）
３連複票数 計 ９９０２７４ 的中 ��� ５１９６（４５番人気）
３連単票数 計１５４９５７４ 的中 ��� １２６７（２７９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１２．３―１２．８―１３．１―１２．８―１２．７―１２．４―１２．０―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．４―２４．０―３６．３―４９．１―１：０２．２―１：１５．０―１：２７．７―１：４０．１―１：５２．１―２：０４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．８
１
３

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

２
４

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

�コスモメドウ �
�
父 King’s Best �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．１２．２０ 中山５着

２００７．５．１４生 牡３鹿 母 Angel of The Gwaun 母母 Ballerina ６戦１勝 賞金 １１，０５０，０００円
〔発走状況〕 メイプリマベーラ号は，馬場入場時に左後肢落鉄。発走時刻６分遅延。
※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。



０８０４２ ４月４日 曇 良 （２２中山３）第４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

２２ シ ー マ ー ク 牡３栗 ５６ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５２６＋１０１：３５．６ ４４．７�

４６ ラジャポネーズ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 伊藤 大士 日高 正和山本牧場 ４２６－ ２ 〃 クビ １１６．１�
１１ インプレッシヴデイ 牡３芦 ５６ 横山 典弘藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ４９４＋ ８ 〃 アタマ ８．３�
７１２ ミオリチャン 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹瀬谷 �雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４１２＋ ２ 〃 ハナ ４．５�
４５ � ケイアイルーラー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 米 Morihiro

Kameda ４５８－ ４１：３５．７� １．７	
５８ トーセンフリージア 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B４８８± ０１：３５．９１ １２．４

８１４� セイントフォース 牡３黒鹿５６ 張田 京内海 正章氏 岡林 光浩 新ひだか 澤田 嘉隆 ４６６＋ １ 〃 ハナ １９３．１�

（船橋） （船橋）

５７ トランブルー 牡３栗 ５６
５３ ▲丸山 元気岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４７０－ ６１：３６．０	 １９．０�

３３ チェンジオブシーン 牝３青 ５４
５１ ▲伊藤 工真 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８＋ ２１：３６．２１
 ９１．５
３４ � モエレシノノメ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 中村 和夫 ４８８＋ ６１：３６．３	 ３８０．６�
６１０ トレジャーチェスト 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４８４＋１８１：３６．４� １６．６�
７１１ ウエスタンディオ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか 北西牧場 ４６８± ０１：３６．８２	 １７．５�
８１３ ローゼウィーク 牝３黒鹿５４ 内田 博幸大澤 毅氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 ４５６± ０１：３６．９� ６４．１�
６９ � ビービーアーチャー 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太�坂東牧場 村上 頼章 日高 豊田田村牧場 B４４０－１０１：３７．１１ ２９２．４�

（大井） （大井）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３１，８２７，４００円 複勝： ５０，９５１，７００円 枠連： ２５，４２２，５００円

普通馬連： ８５，８１０，１００円 馬単： ７０，９６２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，９３１，２００円

３連複： ９６，１７６，３００円 ３連単： １９４，５８３，４００円 計： ５８７，６６５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，４７０円 複 勝 � １，１１０円 � ２，１４０円 � ３４０円 枠 連（２－４） ３，８２０円

普通馬連 �� ９４，６７０円 馬 単 �� １９４，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４，２４０円 �� ３，６１０円 �� ７，４７０円

３ 連 複 ��� １８５，３３０円 ３ 連 単 ��� １，３６７，６５０円

票 数

単勝票数 計 ３１８２７４ 的中 � ５６１２（８番人気）
複勝票数 計 ５０９５１７ 的中 � １１４７０（８番人気）� ５７３９（１１番人気）� ４６１３０（３番人気）
枠連票数 計 ２５４２２５ 的中 （２－４） ４９１９（１２番人気）
普通馬連票数 計 ８５８１０１ 的中 �� ６６９（６３番人気）
馬単票数 計 ７０９６２６ 的中 �� ２６９（１２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１９３１２ 的中 �� ５４８（５８番人気）�� ２１９９（２８番人気）�� １０５０（４７番人気）
３連複票数 計 ９６１７６３ 的中 ��� ３８３（１７４番人気）
３連単票数 計１９４５８３４ 的中 ��� １０５（１０２５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１１．８―１２．２―１２．０―１１．９―１２．１―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．１―３５．９―４８．１―１：００．１―１：１２．０―１：２４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．５

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

勝馬の
紹 介

シ ー マ ー ク �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 Mtoto デビュー ２００９．７．１９ 新潟４着

２００７．４．３生 牡３栗 母 ライラアラウィ 母母 Rowa ９戦２勝 賞金 １９，６８５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時５５分に変更。
〔制裁〕 トーセンフリージア号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１１番への進路影響）
※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。



０８０４３ ４月４日 曇 良 （２２中山３）第４日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２５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
１：４７．８

重

重

６７ ネオレボルーション 牡４青鹿５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ２１：５５．０ １．８�

４４ ボンバルディエーレ 牡４芦 ５７ 柴田 善臣吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ６１：５５．７４ ７．４�
５６ カーネリアンシチー 牡４栗 ５７ 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 新ひだか 幌村牧場 B４８４－ ４１：５５．８クビ ２．９�
６８ マイネルビスタ 牡６栗 ５７ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 富本 茂喜 ４７４± ０ 〃 クビ １２．３�
８１１ ライトニングラン 牡５栗 ５７ 三浦 皇成前田 幸治氏 尾関 知人 三石 土居 忠吉 ５１８± ０１：５６．３３ ３４．８�
７１０ ウインアトラス 牡５栗 ５７ 田中 勝春�ウイン 小島 太 新冠 村上 欽哉 ４５４－ ６ 〃 クビ ３９．７	
３３ マイネルアベニール 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ５０８＋１２１：５６．４クビ ２６．５

８１２� ジートップキセキ 牡５栗 ５７ 西田雄一郎�南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド ５１０＋ ６１：５６．５� １９１．９�
５５ アポロストーム 牡４栗 ５７ 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ４８８－１０１：５６．７１� ５７．９�
１１ シルキーチーフ 牡５栗 ５７

５４ ▲丸山 元気有限会社シルク成島 英春 新冠 武田 修一 ４５６± ０１：５６．９１ ２４１．１
７９ ニシノウズマサ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 B４９２＋ ２１：５７．６４ ６９．０�
２２ シャドウライン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義飯塚 知一氏 戸田 博文 浦河 伏木田牧場 ４８８＋ ８ 〃 ハナ １３７．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２９，８２１，４００円 複勝： ６５，８０６，５００円 枠連： ２３，００２，６００円

普通馬連： ８６，４０４，１００円 馬単： ７２，９４４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，２８０，８００円

３連複： １００，４４３，９００円 ３連単： ２１４，１７８，８００円 計： ６２２，８８３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １２０円 枠 連（４－６） ５５０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� １５０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ４５０円 ３ 連 単 ��� ２，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２９８２１４ 的中 � １３２３５１（１番人気）
複勝票数 計 ６５８０６５ 的中 � ３５８９２３（１番人気）� ４７２０２（４番人気）� １１１２８２（２番人気）
枠連票数 計 ２３００２６ 的中 （４－６） ３１１４０（２番人気）
普通馬連票数 計 ８６４０４１ 的中 �� ９６１２４（２番人気）
馬単票数 計 ７２９４４９ 的中 �� ６１１９１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０２８０８ 的中 �� ２８９２９（２番人気）�� ６８９０３（１番人気）�� １５７４０（５番人気）
３連複票数 計１００４４３９ 的中 ��� １６６５４６（１番人気）
３連単票数 計２１４１７８８ 的中 ��� ６１２６３（５番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．３―１３．４―１３．４―１２．９―１２．５―１２．７―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．１―３８．５―５１．９―１：０４．８―１：１７．３―１：３０．０―１：４２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ネオレボルーション �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Avenue of Flags デビュー ２００８．１２．１４ 中山２着

２００６．３．１９生 牡４青鹿 母 リアリーハッピー 母母 Dear Laura １６戦２勝 賞金 ４８，６０３，０００円



０８０４４ ４月４日 曇 良 （２２中山３）第４日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００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

５９ � タッチミーノット 牡４黒鹿５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４８２－ ４２：０１．５ １４．９�

１２ ミステリアスライト 牡５栗 ５７ 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ５０２＋ ４２：０１．６� １．８�
６１２ ネオスピリッツ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４７８＋１０２：０１．７	 ９．８�
４７ フライバイワイヤー 牡４栗 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６６＋ ６２：０２．０２ ８．９�
２３ � モエレアイドル 牝４黒鹿５５ 松岡 正海阿部 紀子氏 清水 利章 新ひだか 中村 和夫 ４４６＋ ２２：０２．１クビ ２５．８�
４８ ユキノセントウ 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４３２＋ ２２：０２．２	 ５３．２�
５１０ グラヴィテーション 牡４鹿 ５７ 横山 典弘清水 二朗氏 本間 忍 三石 中田 英樹 ５１８＋ ８２：０２．３� ４．５	
２４ ウォーボネット 牡５鹿 ５７ 内田 博幸山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４７４± ０ 〃 ハナ ３４．６

３５ ノアブレイク 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹佐山 公男氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 ４７４－ ６２：０２．５１	 １５２．４�
８１６� ハンドシェイク 牡４栗 ５７ 三浦 皇成石田 宏氏 田中 清隆 新ひだか 飛野牧場 ５００－ ８２：０２．６� １０１．４�
８１５ マイネルファヴール 牡６鹿 ５７ 戸崎 圭太 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４９６＋ ６２：０２．７クビ ５４．０�
（大井）

６１１ ゴールドウェーヴ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人磯波 勇氏 高木 登 日高 小屋畑 和久 ４４４± ０ 〃 クビ ７７．９�
７１３ トーセンロマネ 牡４栗 ５７ 江田 照男島川 �哉氏 中島 敏文 千歳 社台ファーム ４４４－ ２２：０２．９１
 １９．３�
１１ シュンドルゴナ 牝４青 ５５ 石橋 脩グリーンテック柴田 政人 安平 �橋本牧場 ４５４± ０２：０３．２１� ３１９．４�
３６ � コラデピーノ 牡５鹿 ５７ 黛 弘人松尾 正氏 嶋田 潤 米 Samuel

M. Smith ４４６＋ ６２：０３．５１� ２０６．２�
８１７� サフランチカラ 牡５鹿 ５７ 田中 博康海原 聖一氏 坂本 勝美 平取 高橋 啓 ４８０＋ ８２：０４．４５ ５８８．９�

（１６頭）
７１４ ダッシュアキチャン 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲丸山 元気遠藤 喜松氏 牧 光二 三石 沖田 忠幸 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３６，９１６，５００円 複勝： ５７，４９９，０００円 枠連： ３１，６５４，７００円

普通馬連： １１２，２９７，３００円 馬単： ８１，３９７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，９８０，０００円

３連複： １１９，６０９，８００円 ３連単： ２３７，５８１，７００円 計： ７１３，９３６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４９０円 複 勝 � ４００円 � １１０円 � ２７０円 枠 連（１－５） ３３０円

普通馬連 �� １，３６０円 馬 単 �� ４，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ２，２８０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ４，６２０円 ３ 連 単 ��� ３８，１００円

票 数

単勝票数 計 ３６９１６５ 的中 � １９５３３（５番人気）
複勝票数 計 ５７４９９０ 的中 � ２２７９６（７番人気）� ２５４１１９（１番人気）� ３７９２４（４番人気）
枠連票数 計 ３１６５４７ 的中 （１－５） ７０８３４（１番人気）
普通馬連票数 計１１２２９７３ 的中 �� ６１２１２（６番人気）
馬単票数 計 ８１３９７３ 的中 �� １３６７０（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６９８００ 的中 �� １４６０２（６番人気）�� ３６５０（２４番人気）�� ２５１５６（３番人気）
３連複票数 計１１９６０９８ 的中 ��� １９１０８（１５番人気）
３連単票数 計２３７５８１７ 的中 ��� ４６０３（１０８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．４―３６．７―４８．７―１：０１．０―１：１３．２―１：２５．８―１：３８．０―１：４９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

�タッチミーノット �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Mr. Prospector

２００６．４．２０生 牡４黒鹿 母 タッチフォーゴールド 母母 Daijin ５戦１勝 賞金 １０，７００，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔出走取消〕 ダッシュアキチャン号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 タッチミーノット号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１３番への進路影響）
※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。



０８０４５ ４月４日 曇 良 （２２中山３）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

ふくりゅう

伏竜ステークス
発走１４時３５分 （ダート・右）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１１ トーセンアレス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４６６－ ２１：５３．４ ３．０�

８１０ ガンマーバースト 牡３鹿 ５６ 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 畠山牧場 ４８６－ ２１：５４．０３� １６．１�
５５ タイムカード 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太錦山 登氏 清水 英克 新ひだか 岡田 猛 ５１４－ ６１：５４．２１� ２０．１�

（大井）

２２ キ ラ ウ エ ア 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４４０－ ８１：５４．３	 ６１．６�

６７ アイアムイチバン 牡３芦 ５６ 北村 宏司堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７６－ ２ 〃 ハナ ８１．５�
７８ プレファシオ 牡３芦 ５６ 石橋 脩 	サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４８８± ０ 〃 ハナ １６．１

３３ バトードール 牡３栗 ５６ 内田 博幸 	キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５２２－ ４１：５４．６１	 ５．４�
７９ エ ア ウ ル フ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：５４．９２ ２．８�
６６ 
 ビ ッ グ バ ン 牡３鹿 ５７ 後藤 浩輝	グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ５００－ ２１：５５．３２� ５２．３
１１ ブレイクチャンス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４８４＋１２１：５５．７２� １０．５�
４４ ローレルレヴァータ �３鹿 ５６ 三浦 皇成 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ４５８＋ ８１：５５．９１ １４．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ５２，４３６，９００円 複勝： ７９，７１７，８００円 枠連： ３５，８３５，８００円

普通馬連： １６８，２８７，０００円 馬単： １０９，９１８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，１７１，５００円

３連複： １７３，２２１，４００円 ３連単： ３６８，３０１，９００円 計： １，０３７，８９１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ４３０円 � ４７０円 枠 連（８－８） ２，４６０円

普通馬連 �� ２，８００円 馬 単 �� ４，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� ９８０円 �� ２，０４０円

３ 連 複 ��� １０，６８０円 ３ 連 単 ��� ４８，３５０円

票 数

単勝票数 計 ５２４３６９ 的中 � １３９９８０（２番人気）
複勝票数 計 ７９７１７８ 的中 � ２０８３６４（１番人気）� ４０２７０（７番人気）� ３５６４４（８番人気）
枠連票数 計 ３５８３５８ 的中 （８－８） １０７８０（１０番人気）
普通馬連票数 計１６８２８７０ 的中 �� ４４４９６（１２番人気）
馬単票数 計１０９９１８９ 的中 �� １９５８８（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０１７１５ 的中 �� １２４４３（１３番人気）�� １２８１６（１２番人気）�� ５９１５（２４番人気）
３連複票数 計１７３２２１４ 的中 ��� １１９７８（３７番人気）
３連単票数 計３６８３０１９ 的中 ��� ５６２２（１６２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１２．４―１２．６―１２．５―１２．８―１３．０―１２．７―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３６．８―４９．４―１：０１．９―１：１４．７―１：２７．７―１：４０．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンアレス �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 Gulch デビュー ２００９．１２．１２ 中山１着

２００７．４．２２生 牡３鹿 母 レ ー ス 母母 Key Flyer ５戦３勝 賞金 ３６，１５２，０００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。



０８０４６ ４月４日 曇 良 （２２中山３）第４日 第１０競走 ��
��１，２００�

はるかぜ

春風ステークス
発走１５時１０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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

４８ ケイアイダイオウ 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５２８± ０１：１０．７ １４．２�

５９ デイトユアドリーム 牝４鹿 ５５ 松岡 正海ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４７４＋１８１：１０．９１� ６．４�
３５ サクセスオネスティ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸�嶋 祐子氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 ５０２－ ２ 〃 アタマ ３．５�
５１０� フミノパシフィック 牡５栗 ５７ 石橋 脩谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ５０６± ０１：１１．４３ １０．４�
３６ � サ ラ ト ガ 牝６芦 ５５ 郷原 洋司平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ５０４＋ ２１：１１．５クビ ５４．０�
２３ ダノンブライアン 	６鹿 ５７ 蛯名 正義�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５１２－ ４１：１１．６
 １０．６�
６１２ スペースフライト 牡６栃栗５７ 吉田 豊前田 幸治氏 佐々木晶三 三石 土居 忠吉 ４６８－１０１：１１．７� ４１．７	
６１１ モアザンスマート 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人
グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B４７２＋ ４ 〃 アタマ １２０．０�
１１ リリーハーバー 牡６黒鹿５７ 柴山 雄一土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 下屋敷牧場 ４９８－ ６１：１１．８� ２７．４�
７１４ ジェイケイボストン 	７黒鹿５７ 江田 照男小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５２４－ ６１：１１．９クビ ３３．９
２４ スパーブスピリット 	７鹿 ５７ 北村 宏司みの商事
 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B４７０－ ４１：１２．２１
 １９２．２�
４７ リボンノキシ 牝６青 ５５ 勝浦 正樹森岡 一郎氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４７４± ０１：１２．３� １０１．８�
８１６ バブルウイズアラン 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成小林 一成氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４７８－ ６１：１２．４� １３．９�
１２ � カフェレジェンド 牡５青鹿５７ 岩田 康誠西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor B５２２± ０ 〃 ハナ ４．９�
８１５ トウショウガナー 牡６鹿 ５７ 村田 一誠トウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８４＋ ８１：１２．６１� １０９．１�
７１３ クーノキセキ 牝５栗 ５５ 戸崎 圭太吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ５０４± ０１：１３．４５ ７．２�

（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，１４５，１００円 複勝： ６７，０９５，６００円 枠連： ４７，４１３，４００円

普通馬連： ２１９，６１２，５００円 馬単： １１３，５５２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，０１３，６００円

３連複： ２３５，６６５，８００円 ３連単： ４１８，１３５，９００円 計： １，１９７，６３４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ２９０円 � ２４０円 � １５０円 枠 連（４－５） １，９９０円

普通馬連 �� ３，５５０円 馬 単 �� ８，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� ８４０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ４，７７０円 ３ 連 単 ��� ４０，７９０円

票 数

単勝票数 計 ４０１４５１ 的中 � ２２４１１（８番人気）
複勝票数 計 ６７０９５６ 的中 � ５３２９７（６番人気）� ６７３０３（３番人気）� １４６４２８（１番人気）
枠連票数 計 ４７４１３４ 的中 （４－５） １７６６３（１０番人気）
普通馬連票数 計２１９６１２５ 的中 �� ４５６８８（１５番人気）
馬単票数 計１１３５５２５ 的中 �� １０１４６（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６０１３６ 的中 �� １１７１５（１４番人気）�� １６３０３（９番人気）�� ２７２９０（２番人気）
３連複票数 計２３５６６５８ 的中 ��� ３６５２５（１２番人気）
３連単票数 計４１８１３５９ 的中 ��� ７５６６（１２５番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．０―１２．０―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．５―４５．５―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイダイオウ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 El Prado デビュー ２００８．１０．２６ 東京５着

２００６．４．２７生 牡４鹿 母 シャイアーズエンデ 母母 Shared Reflections １２戦４勝 賞金 ５２，９４７，０００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 ファイナルスコアー号
※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。



０８０４７ ４月４日 曇 良 （２２中山３）第４日 第１１競走 ��
��１，６００�第４２回ダービー卿チャレンジトロフィー（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）

４歳以上，２１．４．４以降２２．３．２８まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
ダービー卿チャレンジトロフィー（１着）

賞 品
本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ６３７，０００円 １８２，０００円 ９１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

４７ ショウワモダン 牡６鹿 ５６ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５３６＋ ４１：３４．３ １６．６�

４８ マイネルファルケ 牡５鹿 ５７ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５２０－ ２１：３４．５１ ５．８�

２３ サニーサンデー 牡４栗 ５４ 吉田 隼人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４８６± ０１：３４．７１� ６．９�

８１６ フィフスペトル 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５６± ０ 〃 クビ ５．５�

１１ セイクリッドバレー 牡４栗 ５６ 松岡 正海吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ４ 〃 アタマ ９．８�
２４ タケミカヅチ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ５２２＋１２１：３４．８クビ １９．８	
３５ リザーブカード 牡７鹿 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５００± ０１：３５．０１ ２０．５

７１４ ゲイルスパーキー 牡６鹿 ５６ 北村 宏司�RRA 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 B４９６－ ８ 〃 アタマ ８６．５�
１２ アーバンストリート 牡６芦 ５５ 柴山 雄一後藤 繁樹氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４４８± ０ 〃 クビ １３４．３�
６１２ トライアンフマーチ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７４－ ２１：３５．１クビ ４．６
３６ アンノルーチェ 牡５鹿 ５４ 川島 信二�ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４３８－１２ 〃 ハナ ６１．５�
５９ ド モ ナ ラ ズ 牡５栗 ５３ 戸崎 圭太小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４５４＋ ２ 〃 クビ ９０．６�

（大井）

６１１ ヤマニンエマイユ 牝７鹿 ５３ 吉田 豊土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６２－１４１：３５．３１� １４５．６�
５１０ アップドラフト �８鹿 ５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 安田 隆行 追分 追分ファーム ４８０－１４１：３５．４� ５９．８�
８１５	 マルタカエンペラー 牡６鹿 ５３ 大庭 和弥�橋まゆみ氏 清水 美波 新冠 中本 隆志 ４５０± ０１：３５．５クビ ３３．２�
７１３
 ファリダット 牡５青鹿５７．５ 安藤 勝己前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management ４６６－ ８ 〃 クビ ５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３７，１３９，９００円 複勝： ２２５，９１３，４００円 枠連： １６０，８６６，９００円

普通馬連： ８６３，４５６，６００円 馬単： ４４３，１３９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２１，８６９，９００円

３連複： １，１３６，３１９，３００円 ３連単： ２，２９１，１０３，７００円 計： ５，４７９，８０８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６６０円 複 勝 � ４４０円 � ２００円 � ２６０円 枠 連（４－４） ２，７３０円

普通馬連 �� ２，８６０円 馬 単 �� ６，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� １，５８０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ６，１６０円 ３ 連 単 ��� ４２，８８０円

票 数

単勝票数 計１３７１３９９ 的中 � ６５１６３（７番人気）
複勝票数 計２２５９１３４ 的中 � １１５８１３（７番人気）� ３５４７７６（２番人気）� ２３５４５７（５番人気）
枠連票数 計１６０８６６９ 的中 （４－４） ４３６１３（１５番人気）
普通馬連票数 計８６３４５６６ 的中 �� ２２３５２９（１２番人気）
馬単票数 計４４３１３９２ 的中 �� ４７２４１（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２２１８６９９ 的中 �� ５９７５２（９番人気）�� ３３２５８（２１番人気）�� ９３６９８（５番人気）
３連複票数 計１１３６３１９３ 的中 ��� １３６１６４（１６番人気）
３連単票数 計２２９１１０３７ 的中 ��� ３９４３６（１１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２４．２―３６．３―４８．３―１：００．３―１：１１．７―１：２２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．０―３F３４．０

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

勝馬の
紹 介

ショウワモダン �
�
父 エアジハード �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．７．１ 福島６着

２００４．３．３１生 牡６鹿 母 ユ メ シ バ イ 母母 ヨドセンリヨウ ３７戦８勝 賞金 ２２１，１０６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）２１頭 アドマイヤコマンド号・ウエスタンビーナス号・カツヨトワイニング号・キャプテンベガ号・キョウエイストーム号・

サクラミモザ号・ゼットフラッシュ号・ダイシングロウ号・ダノンビクトリー号・ダンスインザモア号・
ダンスフォーウィン号・テイエムアタック号・デストラメンテ号・ナカヤマパラダイス号・ナスノストローク号・
ファルカタリア号・ボストンオー号・マイネルシュピール号・ミッキーペトラ号・ラインブラッド号・
レオマイスター号

※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。



０８０４８ ４月４日 曇 良 （２２中山３）第４日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （芝・右・外）

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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

５８ � ブルーデインヒル 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝 �ブルーマネジメント加藤 征弘 米 Britton House
Stud Ltd. ４８２± ０１：０８．６ １３．３�

２３ ターニングポイント 牡５青鹿５７ 松岡 正海山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 ４７２－ ６１：０８．９１� ４．３�
８１４ サクライダテン 牡５青鹿５７ 石橋 脩�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 B４５８－ ２１：０９．０� ２１．１�
８１５ アポロラムセス 牡５芦 ５７ 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 ４９４－ ２１：０９．１� ４．０�
３４ レイクエルフ 牡５黒鹿５７ 的場 勇人岡田 弘夫氏 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４４８＋ ８ 〃 クビ ９０．６�
７１３� ロードバロック 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４２４＋ ６ 〃 アタマ ２１．４�
２２ 	 レイザーバック 牡８青鹿５７ 三浦 皇成岡部 益周氏 北出 成人 浦河 出口 宜己 ５００－ ２１：０９．３１
 ２２．６	
１１ アイオブザキング 牡８青鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ５０６－ ６ 〃 ハナ １３７．０

４６ ポールアックス 牡４鹿 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１８－ ８１：０９．４� ３．８�
６１１ レットイットライド 牡６鹿 ５７ 江田 照男本田 康博氏 武藤 善則 浦河 本巣 敦 ４８８－１０１：０９．５クビ ９７．４�
７１２ ダイワシークレット 牡５栗 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 静内 服部 牧場 B４６６＋ ４ 〃 クビ １２．４
４７ 	 エイトサンデー 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信河合良太郎氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ５３２－ ６１：０９．６クビ ３２９．０�
５９ マイネアルデュール 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋ ２１：０９．７� ６．４�
６１０ ヨシサプライズ 牝５鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４３６－ ２１：０９．８� ３５．８�
３５ 	 ブ チ カ マ シ 牡６黒鹿５７ 宮崎 北斗中西 功氏 嶋田 功 青森 久保フアーム ４５０－ ２１：１０．３３ ２２０．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４７，６７９，４００円 複勝： ６９，７８１，１００円 枠連： ４９，９１６，７００円

普通馬連： １８８，８３０，３００円 馬単： １１２，２００，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，４０４，２００円

３連複： ２１６，４２７，９００円 ３連単： ４４９，２８６，９００円 計： １，１８９，５２７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３３０円 複 勝 � ３８０円 � ２００円 � ５４０円 枠 連（２－５） ８３０円

普通馬連 �� ３，３２０円 馬 単 �� ７，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� ４，６００円 �� １，９９０円

３ 連 複 ��� ２０，０９０円 ３ 連 単 ��� １１４，３４０円

票 数

単勝票数 計 ４７６７９４ 的中 � ２８３６９（６番人気）
複勝票数 計 ６９７８１１ 的中 � ４６２２８（５番人気）� １１１７６７（３番人気）� ２９５０７（７番人気）
枠連票数 計 ４９９１６７ 的中 （２－５） ４４６９８（５番人気）
普通馬連票数 計１８８８３０３ 的中 �� ４１９８８（１２番人気）
馬単票数 計１１２２００９ 的中 �� １１０３１（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５４０４２ 的中 �� １２１９８（１０番人気）�� ２８９３（４３番人気）�� ６８３８（２４番人気）
３連複票数 計２１６４２７９ 的中 ��� ７９５３（６６番人気）
３連単票数 計４４９２８６９ 的中 ��� ２９００（３４９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．４―１１．６―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．１―４５．７―５７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．５
３ ２，３，１４（４，８，９）（１，１２）（６，７）１５，１３，１０（５，１１） ４ ２（３，１４）（４，８，９）（１，１２）（７，１５）（６，１３）（１０，１１）５

勝馬の
紹 介

�ブルーデインヒル �
�
父 Danehill Dancer �

�
母父 Summer Squall デビュー ２００７．１１．２３ 東京７着

２００５．４．１６生 牡５鹿 母 Mackie 母母 Glowing Tribute １６戦４勝 賞金 ５９，２４６，０００円



（２２中山３）第４日 ４月４日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７８頭 本 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

２５５，４６０，０００円
２４，６４０，０００円
１，７８０，０００円
２５，３５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，７９１，５００円
４，９００，０００円
１，７６２，２００円

勝馬投票券売得金
４８６，７０９，５００円
８４１，９０３，５００円
４７７，９７２，６００円
２，０５７，６４５，１００円
１，２６５，５０５，３００円
６１５，２６８，２００円
２，４９７，３７３，４００円
４，８８５，８５９，３００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 １３，１２８，２３６，９００円

総入場人員 ３１，３１５名 （有料入場人員 ２８，９４８名）




