
０８０４９ ４月１０日 曇 良 （２２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
１：４７．８

重

重

３３ カフェフレグランス 牝３鹿 ５４ 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 安平 ノーザンファーム B４３０－１２１：５７．６ １０．３�

７１０ トーセンビーナス 牝３青鹿５４ 北村 友一島川 �哉氏 秋山 雅一 浦河 上山牧場 ４５２± ０ 〃 クビ １７．４�
４４ ア ミ ュ ー ズ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 飯岡牧場 ４７６－ ８１：５７．７� ２．１�
８１３ ママズディッシュ 牝３芦 ５４ 横山 典弘金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 安平 ノーザンファーム ４５６－ ８１：５７．９１ ７．７�
４５ タマノリテラシー 牝３栗 ５４ 吉田 豊玉腰 勇吉氏 矢野 英一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４７８± ０１：５８．４３ ３７．３�
１１ アマーレトウショウ 牝３栗 ５４ 石橋 脩トウショウ産業� 柴田 政人 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４２８＋ ４１：５８．７２ ３．０	
２２ グレースヒロイン 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝小野 博郷氏 浅野洋一郎 日高 春木 昭雄 ４４６± ０１：５８．８� ２１．３

７１１ カオカオプリン 牝３黒鹿５４ 江田 照男井上 久光氏 高市 圭二 新冠 浜口牧場 ４４２－１２１：５８．９� ３２．５�
６８ サマーパステル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真セゾンレースホース� 高木 登 新ひだか 本桐牧場 ４４６－ ４１：５９．０� ７２．９�
５７ ニコニコトート 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥苅部康太郎氏 浅野洋一郎 新ひだか 原口牧場 ４３０－ ８１：５９．２� １８９．４
５６ ロ ズ 牝３鹿 ５４ 石神 深一�三嶋牧場 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４７８－ ８２：００．１５ ３２０．２�
６９ カネスカンタービレ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司杉澤 光雄氏 小西 一男 新ひだか 畠山牧場 ４５６－ ２２：０１．４８ ５８．３�
８１２ ディエスイレ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 IHR 菊川 正達 新冠 中村農場 ４８２＋ ４２：０３．５大差 １３２．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，２９３，９００円 複勝： ４５，３０４，４００円 枠連： １４，１４２，９００円

普通馬連： ５３，２０２，９００円 馬単： ４３，４１６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１８７，６００円

３連複： ６４，８３９，７００円 ３連単： １１９，２２６，６００円 計： ３７７，６１４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ２５０円 � ３６０円 � １１０円 枠 連（３－７） ４，１５０円

普通馬連 �� ６，２８０円 馬 単 �� １２，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６８０円 �� ３７０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ３，７２０円 ３ 連 単 ��� ４１，２００円

票 数

単勝票数 計 １６２９３９ 的中 � １２４７９（４番人気）
複勝票数 計 ４５３０４４ 的中 � ２６３２４（４番人気）� １６１６３（５番人気）� ２５９６８０（１番人気）
枠連票数 計 １４１４２９ 的中 （３－７） ２５１８（１４番人気）
普通馬連票数 計 ５３２０２９ 的中 �� ６２５５（１６番人気）
馬単票数 計 ４３４１６２ 的中 �� ２５９８（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１８７６ 的中 �� ２８６５（１８番人気）�� １５７０２（２番人気）�� ７０４３（７番人気）
３連複票数 計 ６４８３９７ 的中 ��� １２８９５（１２番人気）
３連単票数 計１１９２２６６ 的中 ��� ２１３６（１１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３７．１―５０．５―１：０３．６―１：１６．７―１：３０．１―１：４３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５４．０―３F４０．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

カフェフレグランス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 El Gran Senor デビュー ２０１０．１．２４ 中京８着

２００７．５．１生 牝３鹿 母 レ ピ カ 母母 Hortensia ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディエスイレ号は，平成２２年５月１０日まで平地競走に出走できない。
※ロズ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０８０５０ ４月１０日 曇 良 （２２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

６１２ ビッグヒーロー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム ４８６± ０１：１３．１ １．６�

７１４ タイセイスパンキー 牡３黒鹿５６ 石橋 脩田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 ４７８± ０１：１３．７３� ８．２�
２３ オリオンシチー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥 �友駿ホースクラブ 松永 康利 日高 富川田中牧場 ５１４－ ６１：１４．０２ ２８．６�
２４ バトルバッチグー 牡３栗 ５６ 松岡 正海宮川 秋信氏 武藤 善則 新冠 杉山 義行 ５２０ ― 〃 ハナ ２０．２�
３６ ポイントアフター 牝３鹿 ５４ 吉田 豊小池 繁徳氏 谷原 義明 新冠 オリエント牧場 ４７０－ ２１：１４．１クビ １１２．２�
１２ トップクィーン 牝３青鹿５４ 武士沢友治�宮内牧場 中野渡清一 浦河 宮内牧場 ４４２－ ７ 〃 クビ ３６３．１	
８１５ ユウターラッキー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春上山 利広氏 南田美知雄 浦河 江島牧場 ４８４＋１０１：１４．２クビ １８４．１

５９ ミツアキゴールド 牡３栗 ５６ 江田 照男山本 光明氏 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４７０＋ ８１：１４．４１ ９．３�
５１０ ハセノヒマワリ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲大江原 圭長谷川成利氏 大江原 哲 新冠 北星村田牧場 B４４０－ ３１：１４．５� ４３８．９�
６１１ チェルカトローバ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４４２－ ２ 〃 ハナ ３３．９
３５ ゴールデンダニエル 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真�協栄 中島 敏文 日高 タバタファーム ４４０－ ６ 〃 クビ ２６．９�
８１６ カシノアラベスク 牝３黒鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 ４７４± ０１：１４．７１� ４６９．４�
４７ ダ イ キ リ ー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成齊藤四方司氏 土田 稔 日高 下河辺牧場 ５１６－ ４１：１５．５５ ２９．７�
１１ オーシャンメルヘン 牡３黒鹿５６ 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 松山 将樹 新ひだか 泊 寿幸 ４８４＋ ８１：１５．７１� ５３４．０�
４８ セレスマジェスティ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 �原 敏明 ４７０－ ８１：１６．２３ ６．５�
７１３ サクラメテオ 牡３栗 ５６ 福永 祐一�さくらコマース伊藤 圭三 新ひだか 伊藤 敏明 B４９０－１２１：１６．６２� ２７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７１６，７００円 複勝： ５５，５８６，７００円 枠連： １６，６８１，５００円

普通馬連： ５３，４７２，３００円 馬単： ４４，２９７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８０３，１００円

３連複： ６０，８２４，０００円 ３連単： １０５，８８５，６００円 計： ３７８，２６７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ５１０円 枠 連（６－７） ４３０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ９８０円 �� ２，９４０円

３ 連 複 ��� ５，９５０円 ３ 連 単 ��� １８，８７０円

票 数

単勝票数 計 １９７１６７ 的中 � ９９３１５（１番人気）
複勝票数 計 ５５５８６７ 的中 � ３６８８４８（１番人気）� ３０８１４（４番人気）� １０４７４（８番人気）
枠連票数 計 １６６８１５ 的中 （６－７） ２９２０６（２番人気）
普通馬連票数 計 ５３４７２３ 的中 �� ６４７４５（３番人気）
馬単票数 計 ４４２９７４ 的中 �� ３７２１５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８０３１ 的中 �� １７９８４（３番人気）�� ５２５４（１１番人気）�� １６５８（３１番人気）
３連複票数 計 ６０８２４０ 的中 ��� ７５５４（２１番人気）
３連単票数 計１０５８８５６ 的中 ��� ４１４３（５９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．４―１２．４―１２．８―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．４―４６．８―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビッグヒーロー �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００９．１２．１９ 中山６着

２００７．５．２０生 牡３鹿 母 スパイシーレディー 母母 タケノフアルコン ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ビッグヒーロー号の騎手柴山雄一は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（１０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。
（非抽選馬） １頭 ロズ号



０８０５１ ４月１０日 曇 良 （２２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
１：４７．８

重

重

８１５ リバティバランス 牡３黒鹿５６ 福永 祐一吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５２６－ ４１：５４．６ ２．０�

８１４ カズノタイショウ 牡３栗 ５６ 吉田 豊鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新ひだか フジワラフアーム ４５８＋ ２１：５５．５５ ４．６�
３４ マキシムトパーズ 牡３青鹿５６ 大庭 和弥小田 廣美氏 石栗 龍彦 平取 原田 新治 ４８０－ ８１：５６．９９ １８．５�
７１２ ユ ー ス フ ル 牡３鹿 ５６ 横山 典弘武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 畑端牧場 ４７２± ０１：５７．４３ ７．４�
２３ ブライトベイ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司染谷 幸雄氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド ４７０－ ２ 〃 ハナ １３．４�
５８ ヤ ブ サ メ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海栗田 康次氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B５０６± ０１：５７．７１� １１．２�
６１０ ラッキーカフェ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩今井 正一氏 小西 一男 日高 下河辺牧場 ４５２± ０１：５７．９１ １７３．２�
１１ デルマカリグラ 牡３芦 ５６ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 矢野 英一 日高 ファニーヒルファーム ４６４± ０１：５８．０� ６３．８	
６１１ マイネルドルチェ 牡３栗 ５６ 幸 英明 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 川島牧場 B４６２± ０１：５８．１� ２８．９�
４６ スリーピークス 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一山上 和良氏 和田正一郎 宮城 遊佐 武俊 ４４６－ ８１：５８．８４ ３８６．７�
７１３ ドリームシガー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春セゾンレースホース
 宗像 義忠 新冠 対馬 正 ５４４ ―１：５９．０１ ８３．４
３５ トウショウカナル 牡３栗 ５６ 三浦 皇成トウショウ産業
 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４４－ ２ 〃 ハナ ２９７．３�
４７ オンワードオルデン 牡３鹿 ５６ 小林 久晃
オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ４６４－ ８１：５９．８５ ６３９．９�
５９ ユメノサキガケ 牡３黒鹿５６ 伊藤 直人諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B４８８－１６２：００．０１� １６９．４�
２２ ウインリザルト 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝
ウイン 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 ４５６ ―２：０１．８大差 １０．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，５９４，５００円 複勝： ２７，０６６，７００円 枠連： １８，４０１，０００円

普通馬連： ５３，１２７，０００円 馬単： ４１，１２１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，９２６，２００円

３連複： ５９，６４４，６００円 ３連単： ９８，０２９，０００円 計： ３３５，９１０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � ３００円 枠 連（８－８） ４２０円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ５１０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� １，８６０円 ３ 連 単 ��� ５，７１０円

票 数

単勝票数 計 １８５９４５ 的中 � ７６２４３（１番人気）
複勝票数 計 ２７０６６７ 的中 � ９４２１３（１番人気）� ３９３７９（２番人気）� １５８３８（６番人気）
枠連票数 計 １８４０１０ 的中 （８－８） ３２６９５（１番人気）
普通馬連票数 計 ５３１２７０ 的中 �� ８１９９３（１番人気）
馬単票数 計 ４１１２１５ 的中 �� ４２７０５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９９２６２ 的中 �� ２３７７７（１番人気）�� ９１６０（６番人気）�� ５０６２（１１番人気）
３連複票数 計 ５９６４４６ 的中 ��� ２３７８６（３番人気）
３連単票数 計 ９８０２９０ 的中 ��� １２６７４（５番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．２―１３．０―１３．４―１３．２―１２．７―１２．７―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．７―３７．７―５１．１―１：０４．３―１：１７．０―１：２９．７―１：４２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．６
１
３
１４，１５（３，１１）１－８（４，１３）１０（２，７）（６，９）（５，１２）・（１４，１５）（３，１，１１）－（４，８）（１０，１３）（６，９）（７，２，１２）－５

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

勝馬の
紹 介

リバティバランス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．１２．２７ 中山１２着

２００７．３．１３生 牡３黒鹿 母 エ ア ピ ー ス 母母 ジョイアスピルエット ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オンワードオルデン号・ユメノサキガケ号・ウインリザルト号は，平成２２年５月１０日まで平地競

走に出走できない。
※カズノタイショウ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０８０５２ ４月１０日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２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

７１１� ブラボーデイ �５鹿 ６０ 石神 深一島田 �樹氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ４４０－ ２３：１１．６ ２７．０�

５７ アイズオブゾロ �４黒鹿５９ 穂苅 寿彦 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０± ０３：１２．９８ ９．５�

３３ � フェスティバルイヴ �５黒鹿６０ 高野 和馬前田 幸治氏 和田 正道 米 Brereton
C. Jones ４８０－ ４３：１３．４３ ５．５�

３４ クランエンブレム 牡６鹿 ６０ 金子 光希 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１２－ ６ 〃 クビ ３．７�
８１３ ド ン ヤ マ ト 牡４栗 ５９ 山本 康志山田 貢一氏 鈴木 伸尋 日高 日西牧場 B５０２＋ ４３：１４．０３� ７．８�
５８ � モエレエキスパート 牡４青鹿５９ 浜野谷憲尚 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新ひだか 中村 和夫 ４８６－ ４３：１４．４２� ３．４�
４５ ピサノシンボル 牡４鹿 ５９ 五十嵐雄祐市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９８± ０３：１４．６１	 ８．０	
２２ ホッコーテイオー 牡４鹿 ５９ 水出 大介矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４９０＋ ８３：１６．２１０ ８２．０

６９ タニノゴッドマザー 牝５栗 ５８

５７ ▲大江原 圭谷水 雄三氏 小桧山 悟 静内 カントリー牧場 ４４０＋１６３：２０．７大差 ５１．５�
１１ ニシノアララギ 牡４鹿 ５９ 大庭 和弥西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ５０６－ ４３：２０．８クビ ５８．５�
７１２� ガンバルライアン 牡６鹿 ６０ 柴田 未崎廣松 金次氏 境 征勝 豊浦 飯原牧場 ５０４－１６３：２１．１１
 ２０５．９
６１０ ムーンライトソング 牝４鹿 ５７ 江田 勇亮�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４５６－ ２３：２２．４８ １０２．７�
４６ � ナイスアカシア 牝５黒鹿５８ 蓑島 靖典湯澤 寛氏 高橋 裕 岩手 湯澤 寛 ４９４＋ ６ （競走中止） ２２１．４�
８１４ エ ア ワ ル ツ 牝５鹿 ５８ 横山 義行 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４４－ ６ （競走中止） ２４．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，７２３，２００円 複勝： １７，５５４，３００円 枠連： １６，８４３，１００円

普通馬連： ４１，５０１，６００円 馬単： ３１，８４９，６００円 ワイド【拡大馬連】： １４，０６６，１００円

３連複： ５１，７１４，８００円 ３連単： ８１，１６６，８００円 計： ２６７，４１９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７００円 複 勝 � ４４０円 � ３１０円 � ２６０円 枠 連（５－７） ２，７４０円

普通馬連 �� ８，４９０円 馬 単 �� １６，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２４０円 �� ２，０６０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� １６，６４０円 ３ 連 単 ��� １５０，５１０円

票 数

単勝票数 計 １２７２３２ 的中 � ３７１９（８番人気）
複勝票数 計 １７５５４３ 的中 � ９７０１（７番人気）� １５３６９（６番人気）� １８９７３（４番人気）
枠連票数 計 １６８４３１ 的中 （５－７） ４５３９（１０番人気）
普通馬連票数 計 ４１５０１６ 的中 �� ３６０９（２５番人気）
馬単票数 計 ３１８４９６ 的中 �� １４４０（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４０６６１ 的中 �� １５３０（２４番人気）�� １６７３（２２番人気）�� ３０４４（１５番人気）
３連複票数 計 ５１７１４８ 的中 ��� ２２９４（４６番人気）
３連単票数 計 ８１１６６８ 的中 ��� ３９８（３４９番人気）

上り １マイル １：４９．０ ４F ５４．７－３F ４１．４
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ブラボーデイ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Northfields

２００５．５．１４生 �５鹿 母 フィールディ 母母 Gramy 障害：４戦１勝 賞金 ８，５８０，０００円
初出走 JRA

〔競走中止〕 エアワルツ号は，１周目３号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
ナイスアカシア号は，２周目１号坂路で異常歩様となったため２周目向正面で競走中止。

〔調教再審査〕 ナイスアカシア号は，２周目１号坂路で異常歩様となったことについて障害調教再審査。
※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） １頭 ゴスペル号
（非抽選馬） １頭 オメガジャスパ号



０８０５３ ４月１０日 晴 良 （２２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

１１ � イフノットナウ 牡３栗 ５６ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Whisper
Hill Farm ５２２ ―１：１３．２ ６．８�

２４ ゴールインマーク 牡３鹿 ５６ 柴田 大知�ミルファーム 小笠 倫弘 浦河 ミルファーム ４８６－ ２ 〃 アタマ ５．８�
１２ � アポロジャスミン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Angelo Ferro

& Victor Flores ４２６＋１４１：１３．４１� ３．４�
２３ ピースオブケイク 牡３栗 ５６ 幸 英明新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム ４７０＋ ４１：１３．５クビ ５２．４�
６１２ ボンジュールチエ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４５２± ０１：１３．６� １７．３�
４８ ラ ド 牡３黒鹿５６ 横山 典弘佐々木 勇氏 武藤 善則 浦河 鎌田 正嗣 ４６４＋ ２１：１３．７	 ４．４�
７１３ ヒシプレンティ 牝３栗 ５４ 小野 次郎阿部雅一郎氏 小林 常泰 新ひだか 出羽牧場 ４３２＋ ６１：１３．９１	 ２４．１	
７１４ トウショウスパーダ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成トウショウ産業
 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７０－ ８１：１４．１１ ９．１�
３５ クリノオペラオー 牡３栗 ５６ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 新ひだか 小河 豊水 ４７８＋ ２１：１４．４１� ２４１．２�
８１５ トミケンダンク 牡３鹿 ５６ 江田 照男冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 金石牧場 ４４４－ ４１：１４．８２	 ９．３
５１０ トウカイミラクル 牝３栗 ５４ 石橋 脩内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４５０－ ８１：１５．１１� １１５．３�
３６ カホノトップガン 牝３鹿 ５４ 北村 友一伊藤 元庸氏 岩戸 孝樹 新冠 坂元 芳春 ４１６－ ２１：１５．８４ ９９．４�
４７ オウシュウサンクス 牡３栗 ５６ 柴山 雄一西村 專次氏 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム ５２８＋１８ 〃 クビ ２４．３�
５９ テイエムヒッパシレ 
３栗 ５６ 大庭 和弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 鹿児島 テイエム牧場 ４２０－１０１：１６．４３	 ３０３．３�
８１６ プロスパーストーム 牝３鹿 ５４ 田中 勝春飯田 正剛氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４２０－ ４１：１６．８２	 ２６２．９�
６１１ ビーグレイシャス 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真吉田 和子氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１２ ―１：１７．２２	 ７３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，０１２，４００円 複勝： ２４，６２３，６００円 枠連： １８，３９５，１００円

普通馬連： ５５，４１５，０００円 馬単： ３７，４５９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３３４，６００円

３連複： ６２，３５４，６００円 ３連単： ９５，８０１，６００円 計： ３３０，３９６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２４０円 � ２００円 � １７０円 枠 連（１－２） ９８０円

普通馬連 �� ３，４８０円 馬 単 �� ６，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０５０円 �� ７１０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ４，０００円 ３ 連 単 ��� ３１，０８０円

票 数

単勝票数 計 １７０１２４ 的中 � １９９９５（４番人気）
複勝票数 計 ２４６２３６ 的中 � ２４２５２（６番人気）� ３３８０４（３番人気）� ４３５５３（１番人気）
枠連票数 計 １８３９５１ 的中 （１－２） １３９０３（５番人気）
普通馬連票数 計 ５５４１５０ 的中 �� １１７５５（１４番人気）
馬単票数 計 ３７４５９１ 的中 �� ４１４２（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３３４６ 的中 �� ４３６０（１４番人気）�� ６７５３（６番人気）�� ９７５４（３番人気）
３連複票数 計 ６２３５４６ 的中 ��� １１５１９（９番人気）
３連単票数 計 ９５８０１６ 的中 ��� ２２７５（８７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．９―１２．６―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．８―４７．４―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�イフノットナウ �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Outflanker 初出走

２００７．２．５生 牡３栗 母 Mystical Morning 母母 Morning Mirage １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ダイワトリビューン号



０８０５４ ４月１０日 晴 良 （２２中山３）第５日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

５９ マイネルグート 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 ４８８－ ４２：０３．５ ６．６�

３５ アールディスタンス 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 ４３０－ ４２：０３．７１ ３．６�
１２ ボーンコレクター 牡３鹿 ５６ 福永 祐一橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか 金舛 幸夫 ４６４－ ２ 〃 クビ １９．０�
７１４ サトノレジェンド 牡３鹿 ５６ 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５１６ ―２：０３．８� ９．０�
３６ フローリストライフ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４２２－１０ 〃 クビ ５．３�
７１５ ネオサクセス 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成秋場 清�氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４６６－ ２２：０３．９� ３．６	
７１３ ワ ク ワ ク �３鹿 ５６ 吉田 豊中村 祐子氏 田中 清隆 日高 かみむら牧場 ４２６－ ４２：０４．１１� １４．２

６１２ イージーウイン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 畠山牧場 ４５２± ０２：０４．４１	 ３９．２�
８１７ グ ラ ド ゥ ス 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真伊達 敏明氏 清水 利章 日高 サンシャイン
牧場 ４１４＋ ２２：０４．６１� ２３．６�

４７ レオミラージュ 牡３芦 ５６ 江田 照男�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム ４４４＋１８ 〃 クビ １７２．３
２３ マルブツダンスイン 牡３栗 ５６ 北村 友一大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ４８０－ ５２：０４．８１� ５２３．０�
２４ ヒロインシチー 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 斎藤 誠 日高 幾千世牧場 ４４６－１０ 〃 アタマ ５４．３�
６１１ プロスペクタス 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４２２－ ４２：０５．２２� ５７６．９�
８１８ ヒラボクガール 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�平田牧場 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ４７６－１４ 〃 クビ ２９２．４�
１１ カサドールバンダム 牝３栗 ５４ 田中 勝春山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４２０＋ ６２：０５．３クビ ３１１．２�
５１０ ノーブルエース 牝３鹿 ５４ 幸 英明�原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ３９８－ ６ 〃 クビ ４２１．５�
８１６ ルールステディー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治儀賀 昭三氏 北出 成人 日高 下河辺牧場 ４９４－１０２：０６．１５ ４８．５�
４８ シルクセクレタリー 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４＋ ２２：１０．１大差 ４５８．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，０３４，２００円 複勝： ３５，３６９，１００円 枠連： ２５，７０３，０００円

普通馬連： ６８，３３６，６００円 馬単： ４２，９２５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６１８，０００円

３連複： ７２，０５７，６００円 ３連単： １１２，９０２，５００円 計： ４０１，９４６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � ４５０円 枠 連（３－５） ６５０円

普通馬連 �� １，２７０円 馬 単 �� ３，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １，２５０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ８，０７０円 ３ 連 単 ��� ３８，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２２０３４２ 的中 � ２６３４３（４番人気）
複勝票数 計 ３５３６９１ 的中 � ５４８７５（３番人気）� ６０８６５（２番人気）� １６４７８（８番人気）
枠連票数 計 ２５７０３０ 的中 （３－５） ２９３６０（３番人気）
普通馬連票数 計 ６８３３６６ 的中 �� ３９９６２（４番人気）
馬単票数 計 ４２９２５０ 的中 �� ９６３６（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６１８０ 的中 �� １４８３９（３番人気）�� ４２５４（１６番人気）�� ３９６４（１９番人気）
３連複票数 計 ７２０５７６ 的中 ��� ６５９５（２８番人気）
３連単票数 計１１２９０２５ 的中 ��� ２１５１（１３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．５―３７．４―５０．０―１：０３．４―１：１６．２―１：２８．８―１：４０．６―１：５１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３４．７
１
３

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

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

マイネルグート �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．９．１３ 中山３着

２００７．３．１７生 牡３鹿 母 ホクトスプライト 母母 ホクトビーナス ８戦１勝 賞金 １２，１５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルクセクレタリー号は，平成２２年５月１０日まで平地競走に出走できない。



０８０５５ ４月１０日 晴 良 （２２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
１：４７．８

重

重

２２ ナムラフェアリ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥奈村 信重氏 石栗 龍彦 日高 いとう牧場 ４６２± ０１：５５．２ １０．２�

７１１ オメガフレグランス 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４４０－ ８１：５５．４１� ３．１�
３４ プリティカポレイ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４６０－１０ 〃 ハナ ２０．６�
７１２ ニシノキュアノス 牝３青鹿５４ 幸 英明西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 ４７２－ ２１：５５．５� ６７．９�
１１ ウインマリアベール 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４２－ ２ 〃 クビ ３．８�
４６ プロスペラスマム 牝３鹿 ５４ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４９２＋ ４１：５５．６クビ １６．５�
８１３ カルトマリーヌ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４３４± ０１：５５．９２ ７．６	
３３ ダイワフェズブルー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：５６．３２� ５．１

４５ ディアコトミ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４３２± ０１：５６．４� １２９．８�
５８ ロジディオン 牝３鹿 ５４ 福永 祐一久米田正明氏 萩原 清 新ひだか 野坂牧場 ４７２＋１４１：５６．６１� ２０．９�
６９ バンダムローゼ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４６６＋ ２ 〃 アタマ １７４．６
８１４ メイショウコブシ 牝３鹿 ５４ 北村 友一松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４６２－１２１：５６．８１ ３４．１�
６１０ マイネピアチェ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �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 ４４４－ ８ 〃 ハナ ４４５．２�

５７ バイブレイションズ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４７８＋１２１：５７．６５ ３８．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２４，７４３，９００円 複勝： ３７，２６６，７００円 枠連： ２０，４３１，６００円

普通馬連： ７２，５０９，６００円 馬単： ４７，１３６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４９５，１００円

３連複： ７４，６７９，６００円 ３連単： １２２，９２８，８００円 計： ４２３，１９１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ２５０円 � １６０円 � ４１０円 枠 連（２－７） １，８９０円

普通馬連 �� １，８８０円 馬 単 �� ４，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� １，６１０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ７，９６０円 ３ 連 単 ��� ４２，６００円

票 数

単勝票数 計 ２４７４３９ 的中 � １９２３６（５番人気）
複勝票数 計 ３７２６６７ 的中 � ３６９３５（５番人気）� ８０６８２（１番人気）� １９２６４（７番人気）
枠連票数 計 ２０４３１６ 的中 （２－７） ７９８８（８番人気）
普通馬連票数 計 ７２５０９６ 的中 �� ２８５９８（７番人気）
馬単票数 計 ４７１３６２ 的中 �� ８２６４（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４９５１ 的中 �� ８５２０（７番人気）�� ３５２２（２１番人気）�� ４１８６（２０番人気）
３連複票数 計 ７４６７９６ 的中 ��� ６９２８（３４番人気）
３連単票数 計１２２９２８８ 的中 ��� ２１３０（１４９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．７―１３．２―１３．１―１２．９―１２．７―１３．２―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３６．７―４９．９―１：０３．０―１：１５．９―１：２８．６―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３９．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

ナムラフェアリ �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 Ashkalani デビュー ２００９．１２．１２ 中山５着

２００７．３．２９生 牝３鹿 母 リトルナムラ 母母 フ ェ ナ ６戦２勝 賞金 １２，７００，０００円



０８０５６ ４月１０日 晴 良 （２２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

６１０ ノボパガーレ 牡４栗 ５７ 三浦 皇成�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４８８－ ６１：１２．０ １７．２�

５８ � クールフォーマ �５鹿 ５７ 北村 宏司川上 哲司氏 坂本 勝美 門別 高山牧場 B５２６－ ６ 〃 アタマ １０．０�
２２ ル ナ ロ ッ ソ 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ５１６＋ ６１：１２．１� ５．１�
８１４ ウインパトリオット 牡５芦 ５７ 福永 祐一�ウイン 坂口 正大 三石 下屋敷牧場 ４８４± ０ 〃 アタマ ５．９�
３４ カラーチャージ 牡５黒鹿５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 浦河 谷川牧場 ４８０＋ ６ 〃 ハナ ２．２�
７１３� モエレジンダイコ 牡５栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４７４± ０１：１２．４１� １０．９�
４７ � ベストフェット 牡５鹿 ５７ 松岡 正海松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 B５０４－ ６ 〃 アタマ ４５．５	
６１１� フジノタカワシ 牡４青鹿５７ 北村 友一北所 直人氏 鈴木 伸尋 新冠 赤石 久夫 ４５０－ ６１：１３．１４ ２０５．３

１１ エドノゴールド 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一遠藤 喜松氏 高木 登 静内 マークリ牧場 ４６２－ ３１：１３．２� ５１０．８�
４６ エーシンセーフティ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 ４８０＋ ６ 〃 ハナ １２４．３�
５９ ラッキーフラワー 牝４青 ５５ 江田 照男西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム ４１８＋ ４ 〃 ハナ ３９７．７
８１５� チェリークラウン 牡６栗 ５７ 蛯名 正義櫻井 悦朗氏 小西 一男 鵡川 上水牧場 ５０２± ０ 〃 アタマ ６１．０�
３５ レグルスハート 牡４黒鹿５７ 田中 勝春中江 隆一氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 B４９４± ０１：１３．４１� １１．９�
２３ ミラクルフルーツ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム B４９４± ０１：１３．５� ８３．３�
７１２ ケージーコガネ 牡４栗 ５７ 幸 英明川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 B４９２－ ６１：１３．６� ４１．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，１６５，８００円 複勝： ４６，７０１，２００円 枠連： ２４，２２２，８００円

普通馬連： ９３，４２２，２００円 馬単： ６２，８９７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，２１６，１００円

３連複： ９５，４１２，１００円 ３連単： １７２，２０７，３００円 計： ５５５，２４５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７２０円 複 勝 � ３８０円 � ３５０円 � ２１０円 枠 連（５－６） ５，９２０円

普通馬連 �� ５，７４０円 馬 単 �� １２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９１０円 �� １，０７０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ８，９６０円 ３ 連 単 ��� ７８，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２９１６５８ 的中 � １３４１０（７番人気）
複勝票数 計 ４６７０１２ 的中 � ２９９９９（７番人気）� ３３６９６（５番人気）� ６９３９５（２番人気）
枠連票数 計 ２４２２２８ 的中 （５－６） ３０２０（１８番人気）
普通馬連票数 計 ９３４２２２ 的中 �� １２０１８（２３番人気）
馬単票数 計 ６２８９７９ 的中 �� ３８６１（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１２１６１ 的中 �� ３９２２（２４番人気）�� ７２６３（１３番人気）�� ８９６０（９番人気）
３連複票数 計 ９５４１２１ 的中 ��� ７８６５（３０番人気）
３連単票数 計１７２２０７３ 的中 ��� １６１６（２３７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．６―１２．２―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．５―３５．１―４７．３―５９．５

コーナー
通過順位

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

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４栗 母 イケイケサンドリン 母母 サンドリーン ２３戦２勝 賞金 ２６，３７０，０００円
※エーシンセーフティ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０８０５７ ４月１０日 晴 良 （２２中山３）第５日 第９競走 ��
��１，６００�

す み だ が わ

隅 田 川 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，２１．４．１１以降２２．４．４まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
賞 品

本 賞 １０，３５０，０００
１０，３５０，０００

円
円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円

付 加 賞 ２４８，０００
２４８，０００

円
円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

１２ スズカサンバ 牡６鹿 ５３ 北村 友一永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４８２＋ ６１：３３．８ ４６．５�

３６ クレバートウショウ 牡４鹿 ５４ 三浦 皇成田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム ４９４－ ６ 〃 同着 ３．４�
５９ � メ ス ナ ー 牡５芦 ５６ 松岡 正海岡田 繁幸氏 稲葉 隆一 門別 旭 牧場 ４６６－ ２１：３３．９� １３．０�
８１６ シャイニーデザート 牡４黒鹿５５ 吉田 豊小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５２０＋ ２ 〃 クビ ２８．５�
５１０ サトノロマネ 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４８８－ ２１：３４．０� ３．５�
４８ トーセントゥルー 牡６黒鹿５４ 北村 宏司島川 �哉氏 後藤 由之 門別 日高大洋牧場 ４７４＋ ６１：３４．１� ３９．２	
７１３ マイネルスカット 牡７黒鹿５４ 石橋 脩 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 静内 タイヘイ牧場 ５２０＋ ４ 〃 アタマ ４４．２�
１１ ニシノウェーブ 牡７栗 ５３ 小野 次郎西山 茂行氏 小西 一男 鵡川 西山牧場 ４７０± ０ 〃 アタマ １６４．３�
７１４ フェスティヴナイト 牡８鹿 ５５ 幸 英明臼井義太郎氏 天間 昭一 静内 伊藤 昭次 ４５８± ０１：３４．２クビ ９．９
２４ アースシンボル 牝５鹿 ５３ 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 三石 城地 清満 ４８２－ ４１：３４．５１� １０．８�
３５ 	 シベリアンヒート 牡７芦 ５４ 福永 祐一藤田 在子氏 堀井 雅広 米

Gaines－Gentry Thor-
oughbreds, Scott Pierce
& Omar Trevino

５３２＋ ８１：３４．７１ ４５．４�
２３ � イーサンジャンパー 牡４栗 ５１ 伊藤 工真国本 勇氏 佐藤 吉勝 鵡川 上水牧場 ４７４－ ４１：３５．０１� ２５７．４�
４７ � サクラバレット 牡５青 ５６ 蛯名 正義
さくらコマース伊藤 大士 静内 西村 和夫 ４８６＋ ２１：３５．２１� ４．０�
６１２ テントゥワン 牡７黒鹿５０ 柄崎 将寿宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４３２－ ２１：３５．４１� ３６３．７�
８１５ ナンヨークイーン 牝４鹿 ５１ 江田 照男中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４４０＋ ８１：３５．６１ １０２．９�
６１１ キングオザー 牡８芦 ５２ 武士沢友治内藤 好江氏 鈴木 勝美 門別 日高大洋牧場 B４６２－ ２ （競走中止） １４７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，１６２，７００円 複勝： ４４，９３４，６００円 枠連： ２９，３９７，４００円

普通馬連： １１９，２８６，５００円 馬単： ７４，４２２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，６３４，５００円

３連複： １３０，３３５，７００円 ３連単： ２３７，４６５，７００円 計： ７０３，６３９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

１，８５０円
２００円 複 勝 �

�
８７０円
１９０円 � ３８０円 枠 連（１－３） ５，０００円

普通馬連 �� ６，１９０円 馬 単 ��
��

９，３１０円
５，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８２０円 ��

��
５，５９０円
１，０４０円

３ 連 複 ��� ２４，３００円 ３ 連 単 ���
���

１０９，３７０円
６０，５８０円

票 数

単勝票数 計 ３２１６２７ 的中 � ５４５９（１１番人気）� ７６５０４（１番人気）
複勝票数 計 ４４９３４６ 的中 � １１１６９（１０番人気）� ７７９９９（３番人気）� ２９４００（６番人気）
枠連票数 計 ２９３９７４ 的中 （１－３） ４３４４（１８番人気）
普通馬連票数 計１１９２８６５ 的中 �� １４２３８（２１番人気）
馬単票数 計 ７４４２２６ 的中 �� ２９４２（５５番人気）�� ５３３０（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５６３４５ 的中 �� ４８２１（１８番人気）�� １５２３（４７番人気）�� ８７５２（１１番人気）
３連複票数 計１３０３３５７ 的中 ��� ３９５９（７４番人気）
３連単票数 計２３７４６５７ 的中 ��� ８０１（５３０番人気） ��� １４４７（３４４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３４．９―４７．０―５９．１―１：１０．６―１：２２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．７

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

勝馬の
紹 介

スズカサンバ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００６．８．２０ 札幌３着

２００４．４．３０生 牡６鹿 母 スプリングマンボ 母母 Key Flyer １５戦３勝 賞金 ３３，１７８，０００円
クレバートウショウ �

�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００９．２．８ 京都６着

２００６．４．１６生 牡４鹿 母 ヤマノトウショウ 母母 ダイナソシエ １０戦３勝 賞金 ２４，９８８，０００円
〔競走中止〕 キングオザー号は，競走中に疾病〔右第１指関節脱臼〕を発症したため３コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 カワキタラブポップ号



０８０５８ ４月１０日 晴 良 （２２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；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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

５６ �� カネトシソレイユ 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝兼松 利男氏 大橋 勇樹 豪
Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

５００＋ ４２：１３．２ ４．６�

８１１ マイネルシュトルム 牡４栗 ５７ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 平山牧場 ４９４－ ６２：１３．４１ ４．０�

７１０� アサティスボーイ 牡６鹿 ５７ 江田 照男廣松 金次氏 境 征勝 新冠 八木サニー
ファーム ４４８± ０２：１３．５	 ３．７�

６８ スリーオリオン 牡５栗 ５７ 松岡 正海永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 ４５０－ ６ 〃 クビ ６．０�
７９ エフティイカロス 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４７８－ ２２：１３．６
 １５．５�
６７ ドリームノクターン 牡５鹿 ５７ 石橋 脩セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 賀張中川牧場 ５０８＋ ４２：１３．７	 ３８．６�
３３ ハリーアップ 牡６芦 ５７ 田中 勝春首藤 徳氏 小島 太 浦河 小池 博幸 B４８２－ ８２：１３．８クビ ７０．３	
４４ ブルースターキング 牡４黒鹿５７ 北村 友一 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４５６－ ８ 〃 ハナ １２．７

１１ アグネススターチ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２２：１４．０１ ９．５�
２２ セタガヤフラッグ 牡７鹿 ５７ 吉田 豊千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６４＋ ２ 〃 クビ ２３．６�
８１２ マルブツシルヴァー 牡８芦 ５７ 三浦 皇成大澤 毅氏 加用 正 浦河 大島牧場 ５６２＋２８２：１４．９５ １８４．２
５５ フサイチアソート �５栗 ５７ 武士沢友治岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム B４３８－ ４２：１５．２１	 ６１．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３３，６５８，１００円 複勝： ５９，２３８，３００円 枠連： ２７，８００，７００円

普通馬連： １４１，５１２，９００円 馬単： ７９，０２３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，０２６，３００円

３連複： １４２，２７７，７００円 ３連単： ２８３，７５５，８００円 計： ８０４，２９３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � １２０円 枠 連（５－８） １，０９０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ２５０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ９７０円 ３ 連 単 ��� ６，６７０円

票 数

単勝票数 計 ３３６５８１ 的中 � ５７９３５（３番人気）
複勝票数 計 ５９２３８３ 的中 � ９２８６８（２番人気）� ８６７８７（３番人気）� １７００１８（１番人気）
枠連票数 計 ２７８００７ 的中 （５－８） １８８６９（４番人気）
普通馬連票数 計１４１５１２９ 的中 �� ８３１３２（４番人気）
馬単票数 計 ７９０２３２ 的中 �� ２３９２２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７０２６３ 的中 �� １９３６２（５番人気）�� ３９６５２（１番人気）�� ３６９１１（２番人気）
３連複票数 計１４２２７７７ 的中 ��� １０９１８７（１番人気）
３連単票数 計２８３７５５８ 的中 ��� ３１４００（９番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．７―１２．２―１２．８―１２．９―１２．６―１１．８―１１．８―１１．９―１１．９―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．１―２３．８―３６．０―４８．８―１：０１．７―１：１４．３―１：２６．１―１：３７．９―１：４９．８―２：０１．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
カネトシソレイユ �

�
父 French Deputy �

�
母父 Sadler’s Wells

２００４．９．３０生 牡６鹿 母 Cloudy Skies 母母 It’s in the Air ３１戦３勝 賞金 ８３，０４３，０００円
初出走 JRA



０８０５９ ４月１０日 晴 良 （２２中山３）第５日 第１１競走 ��
��１，６００�第２８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 １，２１８，０００円 ３４８，０００円 １７４，０００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

８１６ サンライズプリンス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ５００± ０１：３２．９ ３．４�

３６ ダイワバーバリアン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義大城 敬三氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５０６－ ６１：３３．２１� ３．５�
５９ レ ト 牡３鹿 ５６ 幸 英明伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４４４＋ ４１：３３．３� ２０．７�
２４ キョウエイアシュラ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４５４－ ８１：３３．６２ ５５．５�
１１ ニシノメイゲツ 牡３青鹿５６ 北村 宏司西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４５０± ０ 〃 クビ ６．３�
２３ マイネルマルシェ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 ４４０－ ４１：３３．９１� １１．９�
８１５ コスモセンサー 牡３栗 ５６ 石橋 脩 	ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ４９０± ０ 〃 ハナ ７．３

１２ ツルマルジュピター 牡３黒鹿５６ 江田 照男鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４７４－ ２１：３４．０クビ ２２．８�
７１３� アグネスティンクル 牡３栗 ５６ 伊藤 工真渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud ４５２＋ ６１：３４．１� ４４６．４�
６１２ キングレオポルド 牡３鹿 ５６ 福永 祐一里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５０２－ ２ 〃 ハナ １３．２
５１０ エーシンホワイティ 牡３鹿 ５６ 北村 友一�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 ４７０＋ ２１：３４．８４ ３０．７�
７１４ アグネススペクトル 牝３栗 ５４ 小野 次郎渡辺 孝男氏 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４４４－ ８１：３５．１２ ９３．０�
４７ バ ル ー ン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 ４７０± ０ 〃 ハナ ２４１．３�
４８ � ケイアイブリザード 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ４７８－ ２１：３５．４１� ７０．５�
６１１ エ ス カ ー ダ 牡３青鹿５６ 柴山 雄一山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４５０± ０１：３６．２５ １５８．９�
３５ インプレスウィナー 牡３青 ５６ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４５２＋ ４１：３８．６大差 ２３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０２，３５９，８００円 複勝： １４３，６６５，７００円 枠連： １０１，７８５，３００円

普通馬連： ４８４，４４５，９００円 馬単： ２４１，７５８，４００円 ワイド【拡大馬連】： １２７，１２５，０００円

３連複： ５２５，９２０，９００円 ３連単： ９９５，１２８，４００円 計： ２，７２２，１８９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � ３８０円 枠 連（３－８） ３９０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� １，６７０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ４，０８０円 ３ 連 単 ��� １５，６６０円

票 数

単勝票数 計１０２３５９８ 的中 � ２４３７０５（１番人気）
複勝票数 計１４３６６５７ 的中 � ２６７４４４（２番人気）� ３２９５８５（１番人気）� ７１７２８（７番人気）
枠連票数 計１０１７８５３ 的中 （３－８） １９４４２３（１番人気）
普通馬連票数 計４８４４４５９ 的中 �� ４８３２１２（１番人気）
馬単票数 計２４１７５８４ 的中 �� １２３２４９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２７１２５０ 的中 �� １１３８６３（１番人気）�� １７０７９（２２番人気）�� ３４１７４（９番人気）
３連複票数 計５２５９２０９ 的中 ��� ９５３１８（９番人気）
３連単票数 計９９５１２８４ 的中 ��� ４６９１５（２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３４．９―４６．７―５８．０―１：０９．７―１：２１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．２―３F３４．９

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

勝馬の
紹 介

サンライズプリンス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Wild Again デビュー ２０１０．１．２４ 中京１着

２００７．４．１３生 牡３鹿 母 メ イ ン リ ー 母母 Primarily ４戦３勝 賞金 ８０，５６３，０００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 セレナプレジール号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりサンライズプリンス号・ダイワバーバリアン号・レト号は，NHKマイルカップ（GⅠ）競走に優先出走できる。



０８０６０ ４月１０日 晴 良 （２２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

８１５ フサイチコウキ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８－ ４１：１１．３ ３．０�

６１１ ラヴリードリーム 牝４青鹿５５ 三浦 皇成鈴木 芳夫氏 中島 敏文 静内 松田 三千雄 ４５２＋ ２１：１１．５１ １５．４�
３６ ケージーファントム 牡６栗 ５７ 福永 祐一川井 五郎氏 水野 貴広 三石 松本牧場 ５１０－ ６ 〃 アタマ １２．６�
１１ アプローズヒーロー 牡６鹿 ５７ 鈴来 直人小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４５８＋ ６１：１１．８１� ４７．７�
３５ サルバドールアスカ 牡４栗 ５７ 北村 宏司則武 輝一氏 伊藤 大士 新冠 坂元牧場 ４７４－ ４ 〃 ハナ ６．１�
４７ フ ヨ ウ 牝５黒鹿５５ 後藤 浩輝田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 ４６６＋ ２１：１２．０１� ５．６�
５９ グレイスフルムーヴ 牝５鹿 ５５ 幸 英明有限会社シルク佐藤 吉勝 門別 ヤナガワ牧場 B４４８－ ４１：１２．１クビ ５９．４�
５１０ ラオムフェーレ 牡６栗 ５７ 柴田 大知	ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４８８± ０１：１２．２� ４１５．３

７１３ ドリームシャドウ 牡５芦 ５７ 武士沢友治セゾンレースホース� 堀井 雅広 静内 岡田スタツド ５２０－ ２ 〃 ハナ ６４．６�
６１２ エンシャントアーツ 牝５栗 ５５

５２ ▲伊藤 工真岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 大典牧場 ４７４－ ６１：１２．４１� ５５．１
８１６ タマモハーバー 牡４黒鹿５７ 石橋 脩タマモ� 清水 英克 新冠 対馬 正 ４５０－ ８１：１２．６１� １３．３�
４８ グリンガレット 牡８鹿 ５７ 柴山 雄一	ターフ・スポート粕谷 昌央 静内 聖心台牧場 ４９２－ ２１：１２．８１ ３１７．４�
２４ ジョウテンロマン 牡７栗 ５７ 北村 友一田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 B４８８－ ４ 〃 クビ ８６．２�
２３ マッドマックス 牡４鹿 ５７ 松岡 正海有馬 博文氏 的場 均 三石 城地 和義 ５０４－ ６１：１２．９クビ ４．６�
７１４ ティムガッド 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義伊達 敏明氏 上原 博之 門別 サンシャイン

牧場 ５０２－ ４１：１３．１１� ２３．１�
１２ オープンザゲート 牡６鹿 ５７ 小野 次郎�樽さゆり氏 田村 康仁 新冠 松浦牧場 ４７４－ ６１：１３．２クビ ９４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，５１６，１００円 複勝： ５１，０６６，３００円 枠連： ３６，６６５，０００円

普通馬連： １３６，１４９，４００円 馬単： ７９，９６５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，２２４，９００円

３連複： １４７，９９３，３００円 ３連単： ２９２，６６７，９００円 計： ８１９，２４８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １６０円 � ３６０円 � ２９０円 枠 連（６－８） １，６００円

普通馬連 �� ２，３１０円 馬 単 �� ３，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ７６０円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� ７，０８０円 ３ 連 単 ��� ２９，４４０円

票 数

単勝票数 計 ３５５１６１ 的中 � ９５４１９（１番人気）
複勝票数 計 ５１０６６３ 的中 � １０９４４５（１番人気）� ３１１１２（６番人気）� ４２８９８（５番人気）
枠連票数 計 ３６６６５０ 的中 （６－８） １６９６６（８番人気）
普通馬連票数 計１３６１４９４ 的中 �� ４３６１９（９番人気）
馬単票数 計 ７９９６５１ 的中 �� １５５５６（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９２２４９ 的中 �� １０９７０（１０番人気）�� １３０７７（７番人気）�� ４８０１（２１番人気）
３連複票数 計１４７９９３３ 的中 ��� １５４３２（２１番人気）
３連単票数 計２９２６６７９ 的中 ��� ７３３８（７６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．４―１２．１―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．１―４６．２―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フサイチコウキ �
�
父 Aldebaran �

�
母父 Dare and Go デビュー ２００８．６．２１ 福島２着

２００５．４．５生 牡５鹿 母 サ ン デ ア 母母 San Empery １０戦４勝 賞金 ４２，７１７，０００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 オオヒメ号



（２２中山３）第５日 ４月１０日（土曜日） 曇後晴 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
８，５２０，０００円
１６，４６０，０００円
２，７２１，０００円
２７，６２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，０５５，０００円
５，６５２，８００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
３６３，９８１，３００円
５８８，３７７，６００円
３５０，４６９，４００円
１，３７２，３８１，９００円
８２６，２７２，２００円
４１２，６５７，５００円
１，４８８，０５４，６００円
２，７１７，１６６，０００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 ８，１１９，３６０，５００円

総入場人員 ２７，２０７名 （有料入場人員 ２５，４６４名）




