
０８０７３ ４月１７日 曇 不良 （２２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）

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

１１ サングレアズール 牝３鹿 ５４ 松岡 正海青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 B４８８＋ ８１：１１．４ ３．２�

５８ 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 ４７０－ ２１：１２．８９ ５．３�
（大井）

４６ ハニーカラー 牝３栗 ５４
５１ ▲伊藤 工真 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４４２＋ ８ 〃 ハナ １１．９�

２２ ベルモントマナフィ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸 �ベルモントファーム 田村 康仁 新冠 ベルモント
ファーム ４１８ ―１：１３．２２� ５０．０�

３４ パ リ ー ジ ョ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝吉田 和子氏 勢司 和浩 新ひだか 橋本牧場 ４５２－ ８ 〃 アタマ ２．８�
４７ シ ン セ ツ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�昭和牧場 中川 公成 浦河 昭和牧場 ４２０－１０１：１３．４１� ９７．３�
８１４ カシノカルミア 牝３栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 笹島 政信 ４４６－ ２１：１３．５クビ ３７１．４	
７１３ スベトラーナ 牝３青鹿５４ 吉田 隼人吉田 和子氏 後藤 由之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２＋ ６ 〃 ハナ １０８．２

６１１ ミーヒチャラサン 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一��昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４３６ ―１：１３．７１� １３８．４�
３５ ハロウィンパレード 牝３黒鹿５４ 北村 宏司�下河辺牧場 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４５８－ ６１：１３．８� １３．１�
７１２ ヒカリバレンシア 牝３鹿 ５４ 田中 勝春當山 則氏 池上 昌弘 日高 中川牧場 ４４２ ―１：１４．０� ３２．３�
８１５ チェリーウォーター 牝３芦 ５４ 藤田 伸二櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 ４４４－ ６１：１４．３１� １０．４�
６１０ ショウナンカルナ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�湘南 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４５６－ ６ 〃 ハナ １９．０�
５９ セ イ オ ウ ボ 牝３栗 ５４ 岩部 純二井口 莞爾氏 和田 正道 むかわ 上水牧場 ４７４－ ６１：１４．４クビ ３４０．７�
２３ ミスアマルフィー 牝３栗 ５４ 柄崎 将寿佐藤 明氏 柄崎 孝 日高 豊田田村牧場 ４４８－ ４１：１５．５７ ３２９．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，３３０，０００円 複勝： ３６，６７２，１００円 枠連： １５，９５６，０００円

普通馬連： ６１，７８８，６００円 馬単： ４６，３９４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４４８，０００円

３連複： ８１，８７７，２００円 ３連単： １２６，１０５，７００円 計： ４１０，５７２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ２９０円 枠 連（１－５） ９００円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ５２０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ２，４２０円 ３ 連 単 ��� ９，８２０円

票 数

単勝票数 計 １８３３００ 的中 � ４５５３１（２番人気）
複勝票数 計 ３６６７２１ 的中 � ９０６０１（２番人気）� ４８３４７（３番人気）� ２５８２０（５番人気）
枠連票数 計 １５９５６０ 的中 （１－５） １３１４０（３番人気）
普通馬連票数 計 ６１７８８６ 的中 �� ４８１６１（３番人気）
馬単票数 計 ４６３９４６ 的中 �� ２２２８７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４４８０ 的中 �� １６３３２（３番人気）�� １１１３９（５番人気）�� ７３８２（１１番人気）
３連複票数 計 ８１８７７２ 的中 ��� ２５０５６（８番人気）
３連単票数 計１２６１０５７ 的中 ��� ９４８３（２２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．３―１２．０―１２．２―１３．２

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サングレアズール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Nabeel Dancer デビュー ２００９．１１．２１ 福島５着

２００７．４．２４生 牝３鹿 母 リメインラブ 母母 レストオブラブ ８戦１勝 賞金 ９，７５０，０００円
〔発走状況〕 ベルモントマナフィ号は，発走地点で馬装整備。発走時刻５分遅延。

パリージョ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 パリージョ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスアマルフィー号は，平成２２年５月１７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。



０８０７４ ４月１７日 曇 不良 （２２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
１：４７．８

重

重

７９ マコトギャラクシー 牡３栃栗５６ 吉田 豊眞壁 明氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４４２＋ ２１：５４．４ １．９�

４４ チャンピオンハーレ 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太坪野谷和平氏 勢司 和浩 千歳 エクセレンス
ファーム ４６４± ０１：５４．６１� ３．１�

（大井）

８１２ ウインボナパルト 牡３栗 ５６ 松岡 正海�ウイン 松山 康久 新冠 松本 信行 ５１６－ ６１：５４．８１� ７．４�
６８ カ ン ク ロ 牡３黒鹿５６ 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤平 和実 ５０４＋ ２１：５４．９クビ ４５．４�
３３ ムンキンナンティ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義坂田 行夫氏 粕谷 昌央 日高 法理牧場 ５０６＋ ６１：５５．１１� ９．３�
５５ トータルシーオー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新冠 ラツキー牧場 ４４６＋ ２１：５５．２� ５０．２�
１１ イーグルドライヴ 牡３栗 ５６ 内田 博幸	ターフ・スポート斎藤 誠 浦河 酒井牧場 B５０４＋ ６ 〃 アタマ １７．８

５６ ナガレボシイチバン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣尾上 松壽氏 藤原 辰雄 新ひだか 小倉 光博 ４４８ ―１：５５．７３ ４９．８�
８１１ スーパーキャニオン 牡３青 ５６ 江田 照男村山 義一氏 谷原 義明 新冠 川島牧場 ４８８＋ ８１：５６．０１� ９０．５�
７１０ マイネルニコラス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新ひだか 大典牧場 ４６４－ ４ 〃 アタマ ２１０．０

６７ ナンヨービクトリー 牡３栗 ５６ 北村 宏司中村 �也氏 小笠 倫弘 浦河 高松牧場 B４９０－ ４１：５６．２１ ５７．８�
２２ チャンスメーカー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 新ひだか ヒサイファーム ５１０＋ ２１：５７．４７ ６５．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，９３３，８００円 複勝： ３９，８１６，２００円 枠連： １３，１８２，１００円

普通馬連： ５１，１６４，４００円 馬単： ４３，９３０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０５３，５００円

３連複： ６４，８６１，８００円 ３連単： １２４，３２７，６００円 計： ３７６，２６９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（４－７） ２２０円

普通馬連 �� ２３０円 馬 単 �� ４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ３３０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 ��� ２，１４０円

票 数

単勝票数 計 １７９３３８ 的中 � ７４９６５（１番人気）
複勝票数 計 ３９８１６２ 的中 � ２０２８２１（１番人気）� ８２８４２（２番人気）� ２１６６５（４番人気）
枠連票数 計 １３１８２１ 的中 （４－７） ４５６４５（１番人気）
普通馬連票数 計 ５１１６４４ 的中 �� １６８６９０（１番人気）
馬単票数 計 ４３９３０３ 的中 �� ８２９５１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０５３５ 的中 �� ６２６００（１番人気）�� １２５０５（４番人気）�� ９６９０（６番人気）
３連複票数 計 ６４８６１８ 的中 ��� ６７６２６（３番人気）
３連単票数 計１２４３２７６ 的中 ��� ４３０６２（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３６．９―４９．５―１：０２．３―１：１５．３―１：２８．３―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．１
１
３
７－３－８（１，１１）（５，１２）－（９，４）－６，１０－２・（７，３）８－（１，１１，４）（１２，９，６）５－１０－２

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

勝馬の
紹 介

マコトギャラクシー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１．２３ 中山５着

２００７．５．２０生 牡３栃栗 母 マコトスズラン 母母 ゲ イ ン ザ ー ５戦１勝 賞金 ８，４５０，０００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。



０８０７５ ４月１７日 晴 不良 （２２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

３５ ワンモアジョー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４５４＋ ４１：１１．６ ４．５�

１２ クラウソラス 牡３青鹿５６ 戸崎 圭太 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４５０－ ３１：１１．７� １１．８�
（大井）

２３ プレミアムカラー 牝３栗 ５４
５１ ▲伊藤 工真飯田 正剛氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４６２＋ ６１：１２．０１� ６１．２�

４８ キ セ キ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春浅見 國一氏 浅見 秀一 新ひだか マツケン農場 B４６６± ０ 〃 クビ ７．５�
７１４ ネオエピック 牡３青鹿５６ 北村 宏司小林 仁幸氏 牧 光二 新ひだか 元道牧場 ４２８－ ２１：１２．１� １０４．６�
３６ カツヨプリンセス 牝３鹿 ５４ 武士沢友治丹羽 茂文氏 中野渡清一 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４２６－ ６ 〃 ハナ ３１．８�
６１２ トーセンキャッスル 牝３鹿 ５４ 横山 典弘島川 	哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ６１：１２．３１ ３．９

８１６ テルザトゥルース 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 �オリオンファーム牧 光二 日高 オリオンファーム ４８０＋ ２１：１２．４� ３６．３�
１１ ゴールデンブレット 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５２０－ ２１：１２．５� ８３．１
５９ ショウナンハーレー 牡３芦 ５６ 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２ ―１：１２．６クビ ３．８�
８１５ ドリームムサシ 牡３栗 ５６ 松岡 正海セゾンレースホース� 中村 均 新ひだか 平野牧場 ５１４＋ ２１：１３．０２� ７．６�
５１０ ニンフェッタ 牝３栗 ５４

５１ ▲大江原 圭井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 日の出牧場 ４６２－１４ 〃 クビ １７６．２�
２４ ラブコマドリー 牝３栗 ５４ 黒岩 悠増田 陽一氏 清水 久詞 新ひだか 加野牧場 ４６６－１４１：１３．１� １８．６�
６１１ ミスターガッテン 牡３栗 ５６ 柴山 雄一大島 敏氏 本間 忍 新ひだか 安田 豊重 ４９０－ ４１：１３．３１� １９８．５�
７１３ マスアンドゥナ 牡３栗 ５６ 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 ４６０＋ ２１：１４．１５ ５３６．２�
４７ カ ペ タ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊清進電設� 戸田 博文 日高 細川牧場 ４４８－ ６１：１４．４１� １５３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，９１５，１００円 複勝： ２９，４２８，２００円 枠連： １５，２９３，６００円

普通馬連： ５７，６４８，９００円 馬単： ４０，０８７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９７１，１００円

３連複： ７０，０８７，４００円 ３連単： １０８，４８２，５００円 計： ３６１，９１４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １７０円 � ３７０円 � １，１００円 枠 連（１－３） ２，２３０円

普通馬連 �� ２，４５０円 馬 単 �� ４，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ２，９５０円 �� ５，０８０円

３ 連 複 ��� ３７，３８０円 ３ 連 単 ��� １５０，７８０円

票 数

単勝票数 計 １８９１５１ 的中 � ３３４５２（３番人気）
複勝票数 計 ２９４２８２ 的中 � ６１７２３（１番人気）� １９０１０（６番人気）� ５５０８（１０番人気）
枠連票数 計 １５２９３６ 的中 （１－３） ５０６８（１１番人気）
普通馬連票数 計 ５７６４８９ 的中 �� １７４２５（１１番人気）
馬単票数 計 ４００８７５ 的中 �� ６７２７（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９７１１ 的中 �� ６３９４（１１番人気）�� １８０５（３４番人気）�� １０３６（４４番人気）
３連複票数 計 ７００８７４ 的中 ��� １３８４（８７番人気）
３連単票数 計１０８４８２５ 的中 ��� ５３１（３９８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．３―１２．２―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．３―４６．５―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンモアジョー �
�
父 ツルマルボーイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２００９．１２．２６ 中山３着

２００７．４．５生 牡３鹿 母 ラヴリージョウ 母母 ラブラブジョウ ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔制裁〕 カツヨプリンセス号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１５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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ダイワトリビューン号・ミブノギシ号
（非抽選馬） １頭 クリノオペラオー号
※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。



０８０７６ ４月１７日 晴 不良 （２２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）

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

２３ シャイニンアーサー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４７８－１０１：３９．１ ３．８�

３６ � ユメユメユメ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 愛 Airlie Stud ５０４＋ ２１：３９．６３ １３．４�
３５ オーサンクロッカス 牝３黒鹿５４ 北村 宏司�大西牧場 中川 公成 浦河 大西牧場 ４３２＋１０ 〃 アタマ ５９．６�
７１３ ロ ー ズ マ マ 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝��昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４３４ ―１：３９．７クビ ２６．３�
８１５ ケイアイプログレス 牡３栃栗５６ 戸崎 圭太 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 新冠 隆栄牧場 ５１２＋ ４１：３９．８� ２．４�

（大井）

４８ メジロクリントン 牡３栗 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 B５０６± ０１：３９．９� ２９．７	
２４ ヤマニンピトレスク 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４３８± ０１：４０．１１ １３９．０

６１２ リファールエル 牝３青 ５４ 吉田 隼人石橋 松蔵氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４４８＋ ８１：４０．５２� １８９．９�
７１４ ラブキンバリー 牝３栗 ５４ 柴山 雄一増田 陽一氏 田島 俊明 日高 池添 安雄 ４３８± ０ 〃 アタマ ５５６．８�
５９ ヤマニンミュゼット 牝３青鹿５４ 内田 博幸土井 肇氏 田村 康仁 新冠 錦岡牧場 ４３２－ ６ 〃 ハナ ５．９
１２ アールヴィストーゾ 牝３青 ５４ 武士沢友治星野 良二氏 成島 英春 新ひだか 土田農場 ４２６＋１０ 〃 アタマ ４００．４�
５１０ レオヒリュウ 牡３黒鹿５６ 江田 照男田中 博之氏 岩戸 孝樹 平取 二風谷ファーム ４６０＋ ６１：４０．６� ２７．０�
６１１ リンガスバロン 	３鹿 ５６ 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４６６－１８１：４０．８１� ２３．９�
４７ シンボリモンペリエ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 ５２０ ―１：４０．９クビ ３７．７�
１１ チェックユアハート 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４１４－１０１：４１．５３� ８．２�
８１６ ベ ー ネ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥北所 直人氏 高橋 義博 新冠 オリエント牧場 ４０４ ―１：４４．２大差 ３０２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，９８４，０００円 複勝： ２９，７８１，８００円 枠連： １９，００７，９００円

普通馬連： ６２，３９１，８００円 馬単： ４６，３３４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，５０６，２００円

３連複： ６９，８７６，９００円 ３連単： １１３，０７１，０００円 計： ３８４，９５３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １９０円 � ３２０円 � ９３０円 枠 連（２－３） １，５００円

普通馬連 �� １，７４０円 馬 単 �� ３，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� １，４６０円 �� ３，０８０円

３ 連 複 ��� １７，９１０円 ３ 連 単 ��� ６７，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２０９８４０ 的中 � ４３９４０（２番人気）
複勝票数 計 ２９７８１８ 的中 � ５１５４２（２番人気）� ２４１８２（５番人気）� ６７９１（１０番人気）
枠連票数 計 １９００７９ 的中 （２－３） ９３５５（６番人気）
普通馬連票数 計 ６２３９１８ 的中 �� ２６５５５（７番人気）
馬単票数 計 ４６３３４３ 的中 �� １０７０３（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３５０６２ 的中 �� １２８４０（４番人気）�� ３８６６（１８番人気）�� １７７６（３３番人気）
３連複票数 計 ６９８７６９ 的中 ��� ２８８０（５７番人気）
３連単票数 計１１３０７１０ 的中 ��� １２３２（１９７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．７―３５．６―４７．９―１：００．７―１：１３．４―１：２６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．４

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

勝馬の
紹 介

シャイニンアーサー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．２２ 東京５着

２００７．５．６生 牡３黒鹿 母 シャイニンルビー 母母 シャイニンレーサー ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベーネ号は，平成２２年５月１７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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 クリノセレブニ号
※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。



０８０７７ ４月１７日 晴 不良 （２２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

１１ サクラインライン 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二�さくらコマース小島 太 新ひだか 山田牧場 ４８２－１０１：５３．８ ５．１�

５８ ザ ピ エ ー ル 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 日高 前川ファーム ４８２± ０１：５３．９� ６．５�
７１３ ニシノマザーアース 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ４６８＋ ４ 〃 ハナ ２９．７�
４６ トーセンウィン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真島川 �哉氏 鈴木 康弘 新ひだか 飛野牧場 ４９０－ ２１：５４．１１� ２．５�
５９ トレノユーボウ �３黒鹿５６ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４９８－ ２ 〃 クビ ４．６�
８１５ スズヨタキオン 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太鈴木与四郎氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４２６ ―１：５４．３１� ５３．５	

（大井）

７１２ サントワマミー 牝３栗 ５４ 柴田 善臣青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４４６＋ ４１：５４．４クビ １０．４

２３ チャーリーポイント 牡３鹿 ５６ 小林 久晃木浪 巖氏 杉浦 宏昭 新ひだか 西川富岡牧場 B４７６＋ ４ 〃 クビ １１４．８�
８１４ ハッピーデュランダ 牡３栗 ５６ 田中 勝春岡田 勇氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 ４７０－ ２１：５４．５クビ ２０．０�
３４ モジュレーター 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝谷 研司氏 鮫島 一歩 青森 明成牧場 ４７２－ ６１：５４．７１� ３２．１
３５ ジェットメジャー 牡３青 ５６ 吉田 豊本間 茂氏 柴田 政人 新冠 渕瀬フアーム ４６０－ ２ 〃 クビ ６０．８�
２２ イ ッ プ ク 牝３鹿 ５４ 北村 宏司小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 ４７０－ ４１：５５．１２� ６５．６�
６１１ トップウイナー 牡３鹿 ５６ 江田 照男横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 浦河 昭和牧場 ４４４ ―１：５５．３１ １２８．３�
４７ ダイワトパーズ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 新ひだか 幌村牧場 B４７４－ ２１：５６．５７ ２６７．６�
６１０ ルージュビクトリー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥林 義彦氏 嶋田 功 日高 戸川牧場 ４４０－ ４１：５６．７１� ８９．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，１４３，３００円 複勝： ２６，７５０，５００円 枠連： ２０，１７１，２００円

普通馬連： ５４，５５６，６００円 馬単： ４２，４８５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６７１，８００円

３連複： ６３，９３０，５００円 ３連単： １０８，７０１，２００円 計： ３５４，４１０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２００円 � ２５０円 � ５９０円 枠 連（１－５） ７１０円

普通馬連 �� １，５５０円 馬 単 �� ２，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ２，０９０円 �� ２，１２０円

３ 連 複 ��� １２，３１０円 ３ 連 単 ��� ４８，３００円

票 数

単勝票数 計 １７１４３３ 的中 � ２６７５２（３番人気）
複勝票数 計 ２６７５０５ 的中 � ４１４６０（２番人気）� ２９７３７（４番人気）� ９７７２（７番人気）
枠連票数 計 ２０１７１２ 的中 （１－５） ２１０６９（３番人気）
普通馬連票数 計 ５４５５６６ 的中 �� ２６１２３（７番人気）
馬単票数 計 ４２４８５５ 的中 �� １１２９１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６７１８ 的中 �� ７９１７（７番人気）�� ２３７７（２１番人気）�� ２３３６（２２番人気）
３連複票数 計 ６３９３０５ 的中 ��� ３８３４（３８番人気）
３連単票数 計１０８７０１２ 的中 ��� １６６１（１３４番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．４―１２．５―１２．７―１２．２―１２．７―１２．５―１２．８―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２５．１―３７．６―５０．３―１：０２．５―１：１５．２―１：２７．７―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．６
１
３
１（２，７）（４，６，１２）（５，８）１４－（１０，１３）９（３，１１）１５
１，２，１４（７，１２）（４，６，８）（５，１３，９）－（３，１１）－１５－１０

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

勝馬の
紹 介

サクラインライン �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 Sagace デビュー ２０１０．２．１４ 東京２着

２００７．４．１生 牡３黒鹿 母 モ ラ ン ボ ン 母母 Before Dawn ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 ハッピーデュランダ号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（６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 メジロカトリーヌ号
※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。



０８０７８ ４月１７日 晴 不良 （２２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

６７ クラックシード 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二 �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 ４１４－ ８１：３８．４ ５．５�

７１０ サクラエクスプロー 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４６６＋ ６ 〃 クビ ４６．９�
（大井）

５５ ヒラボクビジン 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝�平田牧場 土田 稔 浦河 谷川牧場 ４３４＋ ２１：３８．６１� ８８．９�
８１２ サウンドバラッド 牡３鹿 ５６ 内田 博幸増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２ 〃 ハナ １５．３�
８１１ トーセンポセイドン 牡３黒鹿５６ 江田 照男島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 落合 一巳 ４２８－ ４ 〃 アタマ ７．７	
３３ ラジャポネーズ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�ミルファーム 伊藤 大士 日高 正和山本牧場 ４３０＋ ４１：３８．７クビ １６．２

２２ セレナプレジール 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人島川 利子氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ４６６＋ ２１：３８．８� ８１．９�
１１ マイネノーブレス 牝３栗 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 的場牧場 ４２６± ０１：３８．９� ２４．１�
６８ ホッカイレシフェ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�北海牧場 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５４＋ ２ 〃 アタマ １２８．２
５６ ハングリージャック 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：３９．０クビ １．５�
７９ タイセイワイルド 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４７０＋ ２１：３９．２� ３３．６�
４４ � ホワイトジュエル 牝３芦 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４３８＋ ８１：３９．６２� １５７．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２７，４４８，０００円 複勝： ５７，７５２，３００円 枠連： １９，９４３，８００円

普通馬連： ７１，２６９，８００円 馬単： ５９，４７３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２１９，２００円

３連複： ７７，２４８，２００円 ３連単： １６０，４７４，４００円 計： ４９８，８２９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ３３０円 � １，６４０円 � ３，０９０円 枠 連（６－７） ３，２９０円

普通馬連 �� １１，９６０円 馬 単 �� １８，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２５０円 �� ５，１３０円 �� ７，６７０円

３ 連 複 ��� １３０，１６０円 ３ 連 単 ��� ７４０，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２７４４８０ 的中 � ３９４３０（２番人気）
複勝票数 計 ５７７５２３ 的中 � ５３０６４（２番人気）� ８７００（８番人気）� ４５００（１１番人気）
枠連票数 計 １９９４３８ 的中 （６－７） ４４８２（１０番人気）
普通馬連票数 計 ７１２６９８ 的中 �� ４４０１（２５番人気）
馬単票数 計 ５９４７３５ 的中 �� ２３５６（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２１９２ 的中 �� １９２３（２７番人気）�� １２１０（３８番人気）�� ８０５（４９番人気）
３連複票数 計 ７７２４８２ 的中 ��� ４３８（１３８番人気）
３連単票数 計１６０４７４４ 的中 ��� １６０（６８４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１１．９―１２．５―１２．８―１２．４―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３５．９―４８．４―１：０１．２―１：１３．６―１：２５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．２

３ ９（６，１１）（３，１２）（１，７，１０）５（４，８）２
２
４

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

クラックシード �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．３．７ 中山１着

２００７．５．５生 牝３黒鹿 母 ファビラスキャット 母母 ファビラスラフイン ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０８０７９ ４月１７日 晴 不良 （２２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

７１１ ル ナ ロ ッ ソ 牝４栗 ５５ 藤田 伸二木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 B５１０－ ６１：１０．８ １．７�

６９ ローブドヴルール 牝４鹿 ５５ 内田 博幸�ミルファーム 保田 一隆 日高 小西ファーム ４７６＋ ６ 〃 ハナ ３．５�
４５ オンワードセジール 牝４栗 ５５ 加藤士津八�オンワード牧場 加藤 和宏 浦河 オンワード牧場 ４５６－ ６１：１１．２２� １７．９�
８１３ クルンプホルツ 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義 �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 ４８０＋ ４ 〃 クビ １０．０�
７１２� ワンダフルスイート 牝５鹿 ５５ 戸崎 圭太 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 ４９４＋ ６１：１１．４１� ５３．５�

（大井）

５８ フェミニンワイルド 牝５鹿 ５５ 武士沢友治有限会社シルク中野渡清一 門別 ヤナガワ牧場 ４７０＋ ８１：１１．６１� ７３．８	
８１４ メジロアリス 牝５鹿 ５５ 岩部 純二�メジロ牧場 萱野 浩二 洞爺 メジロ牧場 ４４０＋ ６１：１１．７クビ ２８．７

５７ スプリングルーシー 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝加藤 春夫氏 上原 博之 様似 様似共栄牧場 ４６２± ０１：１２．０２ １０．０�
６１０ デステニーアロー 牝４黒鹿５５ 北村 宏司岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４１４＋ ６１：１２．２１� １７５．４�
３４ レディオーロラ 牝５鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 門別 富川牧場 B４６２＋ ４１：１２．３クビ ４９．３
４６ カシノレッド 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 笹島 政信 ４７２－ ８１：１２．４� １３６．９�
３３ メイスンヴィグラス 牝４黒鹿５５ 江田 照男梅村 浩氏 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４３８＋ ８１：１２．８２� １７９．９�
１１ � アキヨシメガミ 牝４鹿 ５５ 中谷 雄太�紅谷 粕谷 昌央 新ひだか 出羽牧場 ４２４－ ４１：１２．９� ３１７．１�
２２ グ レ イ シ ス 牝４栗 ５５

５２ ▲大江原 圭高橋 一恵氏 大江原 哲 日高 佐々木牧場 ４５２＋ ６１：１３．４３ ４７６．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，７４０，１００円 複勝： ３６，９６９，２００円 枠連： ２１，８２２，２００円

普通馬連： ７４，８７１，８００円 馬単： ５９，０６５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，１０３，３００円

３連複： ８１，５２４，３００円 ３連単： １６５，５９２，２００円 計： ４９１，６８８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ２３０円 枠 連（６－７） ２３０円

普通馬連 �� ２３０円 馬 単 �� ３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ５００円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，０４０円 ３ 連 単 ��� ２，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２３７４０１ 的中 � １１３６６４（１番人気）
複勝票数 計 ３６９６９２ 的中 � １６６０８１（１番人気）� ７４２１３（２番人気）� ２１６６０（５番人気）
枠連票数 計 ２１８２２２ 的中 （６－７） ７２２７５（１番人気）
普通馬連票数 計 ７４８７１８ 的中 �� ２４８１６８（１番人気）
馬単票数 計 ５９０６５８ 的中 �� １３０９５３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８１０３３ 的中 �� ７８１５８（１番人気）�� １０８１５（６番人気）�� ９０２４（８番人気）
３連複票数 計 ８１５２４３ 的中 ��� ５８３３８（３番人気）
３連単票数 計１６５５９２２ 的中 ��� ５４５３３（３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．４―１２．１―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．２―４６．３―５８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．６
３ ・（５，６）９（４，１１）（７，８）（３，１３，１０）１４（２，１２）１ ４ ５，６，９，１１，４，８（７，１３，１０）－（３，１２，１４）１，２

勝馬の
紹 介

ル ナ ロ ッ ソ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２００９．２．２８ 中山３着

２００６．３．２８生 牝４栗 母 チヨノビンコ 母母 パルブライト １３戦２勝 賞金 ２１，７４０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０８０８０ ４月１７日 晴 不良 （２２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
１：４７．８

重

重

１１ ローンジャスティス 牡５栗 ５７ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４８２－ ８１：５２．６ ６．２�

４４ キングスリージョン 牡４栗 ５７ 藤田 伸二吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４ 〃 クビ ３．４�
２２ ショウナンアゲイン 牡４青鹿５７ 柴田 善臣国本 哲秀氏 鈴木 伸尋 静内 静内フアーム ４６８＋ ６１：５３．２３� ９．４�
６８ ベルウッドゼウス 牡４鹿 ５７ 黛 弘人加藤 貴子氏 萱野 浩二 日高トヨサトアライファーム ５１０＋ ２１：５３．４� ２２．８�
３３ � フローラルウインド 牝４黒鹿５５ 大庭 和弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ４３４－１２１：５３．５� ３９．１�
５５ アタゴオーラ 牡４栗 ５７ 戸崎 圭太坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 川上牧場 ４８４＋ ４ 〃 アタマ ４．３�

（大井）

７１０ サトノバロン �４黒鹿５７ 内田 博幸里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ５１２－１８１：５３．６クビ ８．７	
８１１ マイネルアベニール 牡５栗 ５７ 柴山 雄一 �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 ５０６－ ２１：５３．９２ ６．４

８１２ ダイワカレン 牝４栗 ５５ 武士沢友治大城 敬三氏 的場 均 千歳 社台ファーム ４４２－１２１：５４．０� ９７．２�
６７ メジロスプレンダー 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４６２± ０１：５４．５３ １０．２
７９ ヴィーヴァアミーコ 牡４栗 ５７ 田中 勝春芹澤 精一氏 田中 清隆 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４９４＋ ８１：５５．１３� １２５．２�
５６ � リバーミラクル 牡５栗 ５７ 江田 勇亮河越 武治氏 郷原 洋行 門別 道見牧場 ５４０－ ２１：５５．８４ ２７１．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，２５０，５００円 複勝： ３２，３７２，５００円 枠連： １９，８２６，５００円

普通馬連： ８２，６０８，８００円 馬単： ５６，９３１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，６４２，２００円

３連複： ８３，０５６，８００円 ３連単： １４９，５６８，９００円 計： ４７１，２５７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２１０円 � １５０円 � ２１０円 枠 連（１－４） １，３６０円

普通馬連 �� １，２８０円 馬 単 �� ３，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ８１０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ２，６８０円 ３ 連 単 ��� １５，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２２２５０５ 的中 � ２８４７６（３番人気）
複勝票数 計 ３２３７２５ 的中 � ３６７５７（５番人気）� ６９６１５（１番人気）� ３７３０８（４番人気）
枠連票数 計 １９８２６５ 的中 （１－４） １０７９３（６番人気）
普通馬連票数 計 ８２６０８８ 的中 �� ４７７４７（５番人気）
馬単票数 計 ５６９３１０ 的中 �� １３８１７（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４６４２２ 的中 �� １１２３９（５番人気）�� ７１３４（１３番人気）�� １４９９１（３番人気）
３連複票数 計 ８３０５６８ 的中 ��� ２２９４６（１０番人気）
３連単票数 計１４９５６８９ 的中 ��� ７３４２（４５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．７―１２．７―１２．３―１２．４―１２．６―１２．６―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３６．７―４９．４―１：０１．７―１：１４．１―１：２６．７―１：３９．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローンジャスティス �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Kaldoun デビュー ２００８．２．１７ 東京１４着

２００５．４．１２生 牡５栗 母 ハッシュバンバン 母母 Horphaly １３戦３勝 賞金 ２５，９００，０００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。



０８０８１ ４月１７日 晴 不良 （２２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 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

６６ アロマカフェ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４６２± ０２：０９．１ ３．３�

８１０ アサクサマリンバ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０－ ６ 〃 ハナ ３８．２�
６７ � 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± ０ 〃 ハナ ７．４�
３３ エーブチェアマン 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４２６± ０ 〃 ハナ １１．２�
８１１ オリエンタルジェイ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４７６－ ２ 〃 クビ ５．２�
１１ ラストノート 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �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 ４８０－ ４２：０９．３１� ２．６	
４４ スペースアーク 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８２－ ４２：０９．５１� １１．９

７８ 	 プライズデイ 牝３青鹿５４ 武士沢友治鈴木 照雄氏 武市 康男 むかわ 上水牧場 ４５０－ ６２：１０．３５ １５６．８�
７９ 	 モエレスターレット 牝３青 ５４ 内田 博幸栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 中村 和夫 ４２６＋ ７２：１０．６１
 １１５．０�
２２ � フリーバスティア 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太佐藤 傳二氏 上杉 昌宏 浦河 大島牧場 ４３８＋ ４２：１０．８１� １５７．７

（大井） （大井）

５５ 	 トーセンキャロル 牡３栗 ５６ 吉田 豊島川 �哉氏 伊藤 大士 日高 有限会社 エ
スティファーム ４１６－１０２：１１．０１� １３２．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３３，９８０，５００円 複勝： ５０，４９５，２００円 枠連： ２８，２４２，５００円

普通馬連： １２４，５３８，９００円 馬単： ８８，３３９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，２３６，５００円

３連複： １２０，２６２，６００円 ３連単： ２８４，２２２，８００円 計： ７６５，３１８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ６４０円 � ２２０円 枠 連（６－８） ５４０円

普通馬連 �� ５，７３０円 馬 単 �� ８，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５３０円 �� ４２０円 �� １，８７０円

３ 連 複 ��� ７，７８０円 ３ 連 単 ��� ４６，１８０円

票 数

単勝票数 計 ３３９８０５ 的中 � ８３４９１（２番人気）
複勝票数 計 ５０４９５２ 的中 � １１６７５４（２番人気）� １５１８８（７番人気）� ６０６２２（４番人気）
枠連票数 計 ２８２４２５ 的中 （６－８） ３９１９５（２番人気）
普通馬連票数 計１２４５３８９ 的中 �� １６０５２（１７番人気）
馬単票数 計 ８８３３９７ 的中 �� ８０６９（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５２３６５ 的中 �� ５４２９（１７番人気）�� ２３１５０（５番人気）�� ４３９０（１９番人気）
３連複票数 計１２０２６２６ 的中 ��� １１４１９（２５番人気）
３連単票数 計２８４２２２８ 的中 ��� ４５４３（１３７番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．７―１４．２―１３．４―１３．６―１２．９―１２．８―１２．１―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．３―２６．０―４０．２―５３．６―１：０７．２―１：２０．１―１：３２．９―１：４５．０―１：５６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．２
１
３
９（３，１０）１１，６，７，５，８，４，２，１・（９，１０）（３，１１）（６，７）（５，１，８）－（２，４）

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

勝馬の
紹 介

アロマカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ハートレイク デビュー ２００９．１２．２０ 中山３着

２００７．３．９生 牡３黒鹿 母 カリーノカフェ 母母 ジ ャ カ ー ド ６戦２勝 賞金 １９，８３７，０００円
〔発走状況〕 ラストノート号は，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。



０８０８２ ４月１７日 晴 不良 （２２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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１５ コロナグラフ 牡５鹿 ５７ 伊藤 工真 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９４－ ８１：５０．０ ５．７�

４８ ストロングバサラ 牡５黒鹿５７ 北村 宏司村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４９６－１０１：５０．４２� ３５．４�
１１ シーダーラック 牡４栗 ５７ 蛯名 正義南 �幸氏 高木 登 浦河 山春牧場 ４８６± ０１：５０．５� ２９．４�
８１６ ユノゾフィー 牡４栗 ５７ 横山 典弘細川祐季子氏 伊藤 正徳 平取 稲原牧場 ４７８＋ ６１：５０．７１ ５．０�
５１０ シルクイーグル 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４９８± ０ 〃 ハナ １３．３�
１２ パワーストラグル 牡４黒鹿５７ 戸崎 圭太 	グリーンファーム 加藤 征弘 新冠 田渕牧場 B４７０± ０ 〃 クビ ２．１


（大井）

２４ カネスラファール 牡６黒鹿５７ 吉田 豊杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４９８＋ ８１：５０．８� ３２．４�
３６ ヤマタケディガー 牡４栗 ５７ 武士沢友治山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４６０＋ ２１：５１．０１� ３４．４�
６１２ アグネスネクタル 牡７黒鹿５７ 柴山 雄一渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５２０＋ ４１：５１．３１� ４４０．３
４７ メイショウタメトモ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海松本 好雄氏 武田 博 浦河 斉藤 英 ４４２－ ２ 〃 ハナ １０．５�
２３ キングバンブー 牡４鹿 ５７ 江田 照男後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 浦河 バンブー牧場 ５００± ０１：５１．５� ２８．４�
６１１ ノワールシチー 牡６栗 ５７ 二本柳 壮 	友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 出羽牧場 ５０２± ０１：５１．９２� ２８０．５�
３５ ケイジージュニアー 牡５青鹿５７ 伊藤 直人鹿倉 勝	氏 斎藤 誠 新冠 つつみ牧場 B５０８＋１４１：５２．０� １４２．７�
７１４ キュートエンブレム 牝５鹿 ５５ 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４７２＋ ６１：５２．２１ ２３．２�
５９ 
 ブルーレパード 牡７栗 ５７ 高田 潤青木 基秀氏 小崎 憲 米 Green Hill Stud

International ５００－ ４ 〃 クビ ４１３．９�
７１３ インベスター 牡７黒鹿５７ 後藤 浩輝前田 幸治氏 萩原 清 新冠 平山牧場 ５８６＋ ６１：５４．７大差 ６３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，０６６，５００円 複勝： ７０，９８４，８００円 枠連： ５２，８００，３００円

普通馬連： ２１９，２２３，６００円 馬単： １１６，８２３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，４００，４００円

３連複： ２１６，３１３，５００円 ３連単： ４０２，６３０，２００円 計： １，１７８，２４３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２２０円 � ８９０円 � ６４０円 枠 連（４－８） １，２３０円

普通馬連 �� １０，６２０円 馬 単 �� １５，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３１０円 �� ２，８２０円 �� ９，２３０円

３ 連 複 ��� ９２，８２０円 ３ 連 単 ��� ４２８，１６０円

票 数

単勝票数 計 ４２０６６５ 的中 � ５８９８４（３番人気）
複勝票数 計 ７０９８４８ 的中 � １０２８１６（２番人気）� １８５４６（１１番人気）� ２６８９５（７番人気）
枠連票数 計 ５２８００３ 的中 （４－８） ３１８９３（３番人気）
普通馬連票数 計２１９２２３６ 的中 �� １５２４６（２８番人気）
馬単票数 計１１６８２３８ 的中 �� ５４１２（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７４００４ 的中 �� ６１９４（２２番人気）�� ５０３５（３１番人気）�� １５０８（６４番人気）
３連複票数 計２１６３１３５ 的中 ��� １７２０（１６４番人気）
３連単票数 計４０２６３０２ 的中 ��� ６９４（７６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３５．９―４８．４―１：００．５―１：１２．８―１：２５．４―１：３７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３７．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

コロナグラフ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００７．１２．８ 阪神２着

２００５．５．３生 牡５鹿 母 フラワーコロネット 母母 ダイナラセーヌ ２４戦５勝 賞金 １１９，０５７，０００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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ケイアイコンセプト号・シャルルマーニュ号・タマモグレアー号・ツバサドリーム号・フォーティファイド号
※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。



０８０８３ ４月１７日 晴 不良 （２２中山３）第７日 第１１競走
第１２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 ７５，０００，０００円 ３０，０００，０００円 １９，０００，０００円 １１，０００，０００円 ７，５００，０００円
付 加 賞 ５１１，０００円 １４６，０００円 ７３，０００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

７１１ メルシーモンサン 牡５鹿 ６３．５ 高野 容輔永井 康郎氏 武 宏平 三石 三石ファーム ５２８＋ ６５：０３．５ ３８．４�

６９ オープンガーデン 牡６鹿 ６３．５ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ４８６－ ２ 〃 クビ １１．５�
４６ ト ー ワ ベ ガ 牡６黒鹿６３．５ 北沢 伸也齋藤 すゞ 氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４９０－ ８５：０３．８２ ４．７�
６１０� ドールリヴィエール 牡６鹿 ６３．５ 黒岩 悠服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４９２± ０５：０４．１２ ６８．０�
１１ トウカイポリシー 牡７黒鹿６３．５ 浜野谷憲尚内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４６０－ ８５：０４．２� ２５．５�
４５ テイエムトッパズレ 牡７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 ４５８－１２５：０４．３クビ １１．４�
７１２ メジロスパイダー 牡８鹿 ６３．５ 五十嵐雄祐�メジロ牧場 高木 登 青森 オオタ牧場 ４９０＋ ４５：０４．５１� １１６．６	
８１３ ギルティストライク �６黒鹿６３．５ 山本 康志前田 幸治氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０６＋ ４５：０４．７１ ３８．６

８１４ バ シ ケ ー ン 牡５栗 ６３．５ 蓑島 靖典石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４２－ ２５：０４．９１� １８．２�
２２ マヤノスターダム 牡８鹿 ６３．５ 小坂 忠士田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４９２－１４５：０５．３２� ３８．４�
３４ ショウリュウケン 牡５鹿 ６３．５ 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４６４－ ６５：０５．４� ８．３
３３ バトルブレーヴ 牡８芦 ６３．５ 西谷 誠宮川 秋信氏 本田 優 静内 西村 和夫 ５３０－ ４５：０６．６７ ５２．６�
５８ クルワザード 牡８栗 ６３．５ 高田 潤 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 武岡牧場 B４６２－ ２５：０６．７� １４０．２�
５７ メルシーエイタイム 牡８鹿 ６３．５ 白浜 雄造永井 康郎氏 武 宏平 静内 田中 裕之 ４７４－ ８ （競走中止） １．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ６９，１１７，０００円 複勝： ７２，８５７，６００円 枠連： ６５，３３４，８００円

普通馬連： ２４２，１２１，１００円 馬単： １６３，９６４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６７，９５８，５００円

３連複： ２９４，６７０，９００円 ３連単： ６１７，８２４，５００円 計： １，５９３，８４８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，８４０円 複 勝 � ６７０円 � ３２０円 � ２００円 枠 連（６－７） ６，５８０円

普通馬連 �� １２，７３０円 馬 単 �� ２３，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５７０円 �� ２，３１０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ２１，６８０円 ３ 連 単 ��� １７２，９８０円

票 数

単勝票数 計 ６９１１７０ 的中 � １４２０５（８番人気）
複勝票数 計 ７２８５７６ 的中 � ２４０３４（８番人気）� ５８８６８（４番人気）� １１４０９２（２番人気）
枠連票数 計 ６５３３４８ 的中 （６－７） ７３２８（２１番人気）
普通馬連票数 計２４２１２１１ 的中 �� １４０４０（３２番人気）
馬単票数 計１６３９６４５ 的中 �� ５０９６（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６７９５８５ 的中 �� ６３８２（２７番人気）�� ７１２２（２３番人気）�� １８６８８（８番人気）
３連複票数 計２９４６７０９ 的中 ��� １００３４（６６番人気）
３連単票数 計６１７８２４５ 的中 ��� ２６３６（３８６番人気）

上り １マイル １：５１．８ ４F ５５．９－３F ４２．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メルシーモンサン �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ダイヤモンドショール デビュー ２００７．１２．８ 阪神１３着

２００５．２．６生 牡５鹿 母 カネショウダイヤ 母母 ウィスパーモア 障害：１１戦２勝 賞金 ９７，１１１，０００円
〔競走中止〕 メルシーエイタイム号は，８号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ギルティストライク号の騎手山本康志は，８号障害手前で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（７番への進路影

響）
マヤノスターダム号の騎手小坂忠士は，８号障害手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（７番への進路影
響）



０８０８４ ４月１７日 晴 不良 （２２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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１３� トーセンクロス 牡６鹿 ５７ 吉田 豊島川 �哉氏 小笠 倫弘 米
Robert N. Clay
& Fair Way
Equine, LLC

B５０４± ０１：０９．８ ３．６�

６１１ ゴールドエンデバー 牡４鹿 ５７ 横山 典弘�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４９６＋ ８１：０９．９� ７．１�
１２ チャンピオンラブ 牡４青鹿５７ 藤田 伸二坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 ４８０＋ ４１：１０．１１	 ２．６�
３５ オ オ ヒ メ 牝６黒鹿５５ 二本柳 壮武田 康氏 柄崎 孝 茨城 武田 豊文 ５４０＋１４１：１０．３１
 ４７．２�
７１４ ブライトアイザック 牡４鹿 ５７ 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ４８８－ ８１：１０．５� １２．４�
４７ � エ イ ワ ナ ギ 牡７鹿 ５７ 北村 宏司永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. B５３８＋ ４１：１０．６
 １３８．４	
１１ ミッキーフォルテ 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 ５４０－ ６ 〃 ハナ １３．０


（大井）

８１６ ステイドリーム 牡５青 ５７ 柴山 雄一�ターフ・スポート清水 英克 門別 ナカノファーム ５１２＋ ６１：１０．７クビ １５１．１�
４８ プレンティラヴ 牝６鹿 ５５ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ５１２＋１２１：１０．９１
 １９．１
５１０� ゼネラルメデューム 牝６鹿 ５５ 柴田 善臣田中 昇氏 堀 宣行 豪 Emirates

Park Pty Ltd ４４０－ ６１：１１．２１� ２８４．２�
２４ アルセーヌシチー 牡４鹿 ５７ 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ４９６－ ４ 〃 クビ ６４．０�
５９ � ボストンキコウシ 牡７鹿 ５７ 武士沢友治ボストンホース� 松山 康久 米 David E.

Hager, II B４９６－ ４１：１１．３
 ２７３．４�
２３ トムアウトランダー 牡５栗 ５７ 吉田 隼人庄野 昭彦氏 佐藤 吉勝 門別 庄野牧場 B５００－ ６１：１１．４� １６．５�
８１５� サクラプレジャー 牡６黒鹿５７ 後藤 浩輝�さくらコマース牧浦 充徳 静内 山田牧場 ５０２－１４１：１１．５
 ３２．３�
３６ キンショーノボス 牡４栗 ５７ 松岡 正海礒野日出夫氏 中村 均 浦河 中村 雅明 ４８２＋１６１：１２．１３
 １８．７�
６１２� ト ム ト ム 牡５栗 ５７ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ５０２－１４１：１２．４１� ２４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，７６２，８００円 複勝： ６９，８１７，７００円 枠連： ５２，２９１，１００円

普通馬連： １８９，２９４，７００円 馬単： １１４，０８４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，５７７，３００円

３連複： ２１９，９７３，１００円 ３連単： ４１４，９６６，２００円 計： １，１６６，７６７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � １２０円 枠 連（６－７） ９１０円

普通馬連 �� １，４３０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� １９０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 ��� ７，６６０円

票 数

単勝票数 計 ４５７６２８ 的中 � １００７９８（２番人気）
複勝票数 計 ６９８１７７ 的中 � １３３００６（２番人気）� ６９６７５（３番人気）� １９４３３１（１番人気）
枠連票数 計 ５２２９１１ 的中 （６－７） ４２５１８（３番人気）
普通馬連票数 計１８９２９４７ 的中 �� ９７８５６（３番人気）
馬単票数 計１１４０８４８ 的中 �� ３７９０９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０５７７３ 的中 �� ２４６２６（６番人気）�� ９６８１６（１番人気）�� ３６６０４（２番人気）
３連複票数 計２１９９７３１ 的中 ��� １３９９２４（１番人気）
３連単票数 計４１４９６６２ 的中 ��� ４００２８（１１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．１―１１．８―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．６―４５．４―５７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３６．２
３ １５（２，８，１１）１０（１，１２，１４）－（１３，１６）（６，５，９）４，７，３ ４ ・（１５，８，１１）２，１０，１４，１（１３，１６）５（１２，９）（６，４，７）－３

勝馬の
紹 介

�トーセンクロス �
�
父 Broad Brush �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００６．８．１３ 札幌４着

２００４．５．１５生 牡６鹿 母 Ballerina Princess 母母 Aladancer １１戦３勝 賞金 ３４，２１４，０００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 マッドマックス号
※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。



（２２中山３）第７日 ４月１７日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １６９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

３１２，８９０，０００円
２，５５０，０００円
１１，５２０，０００円
２，１６０，０００円
３１，８５０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６０，３５９，５００円
６，０４８，８００円
１，６７３，１００円

勝馬投票券売得金
３５７，６７１，６００円
５５３，６９８，１００円
３４３，８７２，０００円
１，２９１，４７９，０００円
８７７，９１５，３００円
４０９，７８８，０００円
１，４４３，６８３，２００円
２，７７５，９６７，２００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ８，０５４，０７４，４００円

総入場人員 ２５，６３１名 （有料入場人員 ２３，７５７名）




