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０８０３７ ４月１日 晴 稍重 （２４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１５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

６１２ スフィンクス 牝３鹿 ５４ 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 ４３２－ ２１：１２．８ ４．９�

１２ デプロマトウショウ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４３８－ ２ 〃 アタマ １．２�
５９ エリザヴェータ 牝３青鹿５４ 三浦 皇成片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日高大洋牧場 ４９２－ ２１：１３．７５ １９．１�
７１３ プラッキーエリーナ 牝３栗 ５４ 武士沢友治井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 ４４０－ ４１：１３．８クビ ３５．１�
８１６ タケデンサイレント 牝３鹿 ５４ 岩部 純二武市 弘氏 奥平 雅士 新ひだか 久米 和夫 ４５６－ ４１：１３．９� ６６．７�
８１５ キャラメリゼ 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士有限会社シルク畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４３８－ ２１：１４．０� ２３０．２�
４８ マニッシュスマイル 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 服部 牧場 ４６４－１４１：１４．１クビ ３２．３	
２４ ウィッシュガバナー 牝３鹿 ５４ 松岡 正海中谷 初子氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 尚大 ４３４－ ２１：１４．２� ５４．０

６１１ カシノペンダント 牝３栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 諏訪牧場 ４４０＋ ６ 〃 ハナ ２１０．３�
１１ ト ッ ト ー ト 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４３２＋ ６１：１４．３� １８８．８�
５１０ チャンピオンバージ 牝３芦 ５４ 吉田 豊坪野谷和平氏 谷原 義明 浦河 アイオイファーム ４８４ ―１：１４．４� ２５．９

（ラビットタイゼン）

３５ デリスマンゴー 牝３栗 ５４ 青木 芳之宗像 義正氏 中川 公成 日高 メイプルファーム ４２８ ―１：１５．０３� ２５３．３�
７１４ キママレディー 牝３栗 ５４ 木幡 初広村田 哲朗氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 B４７８－ ４１：１５．１� １４６．５�
４７ デルマスセリ 牝３栗 ５４

５１ ▲原田 和真浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム ３９２± ０１：１５．２� ２０６．８�
３６ リバティーホール 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 ４６０ ―１：１５．５１� １３４．７�

（１５頭）
２３ ウインフルール 牝３鹿 ５４ 江田 照男�ウイン 萱野 浩二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ３８０ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２８，１２２，６００円 複勝： ８３，３２５，１００円 枠連： ２０，７８０，６００円

馬連： ５９，００９，７００円 馬単： ５５，２９７，７００円 ワイド： ２９，２３３，０００円

３連複： ７８，７８９，７００円 ３連単： １７９，０８３，６００円 計： ５３３，６４２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １００円 � １００円 � ２００円 枠 連（１－６） １５０円

馬 連 �� １６０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド �� １１０円 �� ４２０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ６００円 ３ 連 単 ��� ３，５００円

票 数

単勝票数 差引計 ２８１２２６（返還計 １９７８） 的中 � ４５５０３（２番人気）
複勝票数 差引計 ８３３２５１（返還計 ３２９９） 的中 � １４９１７５（２番人気）� ５６３６７３（１番人気）� ２９３８６（３番人気）
枠連票数 差引計 ２０７８０６（返還計 １４８） 的中 （１－６） １０３１５９（１番人気）
馬連票数 差引計 ５９００９７（返還計 １２３８５） 的中 �� ２７９５０５（１番人気）
馬単票数 差引計 ５５２９７７（返還計 １０８６１） 的中 �� ６２８５２（２番人気）
ワイド票数 差引計 ２９２３３０（返還計 ８４５８） 的中 �� １１７３７０（１番人気）�� １０９１９（６番人気）�� １４２９７（２番人気）
３連複票数 差引計 ７８７８９７（返還計 ３９６１２） 的中 ��� ９７０４７（１番人気）
３連単票数 差引計１７９０８３６（返還計 ８３０４８） 的中 ��� ３７８５９（９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．８―１２．７―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．９―４７．６―１：００．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．７―３F３７．９
３ ・（２，１３）（８，１１，１４）－（４，９，１６）（１５，１２）（１，５，７）－６－１０ ４ ・（２，１３）（８，１１，１４）（９，１６）４（１５，１２）１（５，７）－６－１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スフィンクス �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．９．４ 札幌１１着

２００９．４．２生 牝３鹿 母 アレグリアス 母母 インヴァイト ７戦１勝 賞金 １１，６００，０００円
〔競走除外〕 ウインフルール号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。

０８０３８ ４月１日 晴 稍重 （２４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４５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

４７ ビ ッ ク ケ ン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸小野 建氏 池上 昌弘 浦河 三好牧場 B４７０－ ４１：５７．０ ７．０�

７１３ ダイワスパンキー 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４９６＋１６ 〃 クビ １１．１�
５９ コパノウィリアム 牡３鹿 ５６ 田中 勝春小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 ４６０－ ８１：５７．６３� ４．２�
６１０ レッドアヴァロン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 浜本牧場 ４８８－ ４１：５７．７� ７．２�
４６ オネストエイブ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４６８± ０ 〃 クビ ８．０�
６１１ ニューアルゴノーツ 牡３青鹿５６ 武士沢友治釘田 秀一氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７６± ０１：５８．３３� ２７．５�
２２ ボールドダイナ 牡３栗 ５６

５３ ▲横山 和生増田 陽一氏 菊沢 隆徳 新冠 長沼 幸一 ５０２－ ６１：５８．７２� ３７．６	
３４ サクセスベルーナ 牝３黒鹿５４ 江田 照男�嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム ４５８－ ２１：５８．９１� ７３．３

３５ インスペード 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８－１４１：５９．２１� ２．６�
２３ フューチャータイム 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹渡邉千鶴子氏 松山 康久 新ひだか 大典牧場 ４８２－ ４１：５９．５２ １８４．７�
８１４ ゴ ウ イ モ ン 牝３鹿 ５４ 田中 博康井門 敏雄氏 南田美知雄 日高 坂 牧場 ４２２－ ２１：５９．８１� ３６５．０
７１２ アヴェニーレ 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信西野 晴夫氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 ４９６－ ４２：００．０１� ２６．２�
１１ マイネルアズーリ 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 藤井 益美 ５０８＋ ４ 〃 ハナ １６０．０�
８１５ アールサンタンド 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太星野 良二氏 松山 将樹 浦河 三枝牧場 ４９８＋ ８２：０２．９大差 ３５９．５�
５８ ヘ ル ゲ ル プ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人�樽さゆり氏 土田 稔 新ひだか 友田牧場 ４６６－ ６２：０４．５１０ ２７１．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，３６９，２００円 複勝： ４６，４５５，２００円 枠連： １８，８８６，３００円

馬連： ６２，９５５，７００円 馬単： ４６，５７８，１００円 ワイド： ２９，１８６，８００円

３連複： ８５，６９１，３００円 ３連単： １４９，５０７，８００円 計： ４６６，６３０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２００円 � ３５０円 � １５０円 枠 連（４－７） １，４５０円

馬 連 �� ４，７８０円 馬 単 �� ８，３２０円

ワ イ ド �� １，２７０円 �� ４４０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ４，９３０円 ３ 連 単 ��� ３９，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２７３６９２ 的中 � ３０９９８（３番人気）
複勝票数 計 ４６４５５２ 的中 � ６３１６９（３番人気）� ２７２９６（６番人気）� １０３６３２（２番人気）
枠連票数 計 １８８８６３ 的中 （４－７） ９６３５（８番人気）
馬連票数 計 ６２９５５７ 的中 �� ９７３７（２０番人気）
馬単票数 計 ４６５７８１ 的中 �� ４１３５（３２番人気）
ワイド票数 計 ２９１８６８ 的中 �� ５３６７（１７番人気）�� １７５７８（３番人気）�� ８６０５（９番人気）
３連複票数 計 ８５６９１３ 的中 ��� １２８３４（１８番人気）
３連単票数 計１４９５０７８ 的中 ��� ２７９２（１４０番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．３―１３．７―１４．０―１３．４―１３．０―１２．９―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．１―３８．８―５２．８―１：０６．２―１：１９．２―１：３２．１―１：４４．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビ ッ ク ケ ン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．１．１５ 中山１４着

２００９．４．３０生 牡３鹿 母 シアトルギャル 母母 トウコウキャロル ４戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アールサンタンド号・ヘルゲルプ号は，平成２４年５月１日まで平地競走に出走できない。

第３回 中山競馬 第４日



０８０３９ ４月１日 晴 稍重 （２４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１５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

５１０ パーフェクトミー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司木浪 巖氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 西川富岡牧場 ４２２－２０１：１３．２ ４．０�

１２ フラッシュパッカー 牡３栗 ５６ 内田 博幸魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４８２＋ ４ 〃 クビ ２．１�
４７ ジェイフォース 牡３栗 ５６ 大庭 和弥前迫 義幸氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４９８ ―１：１４．２６ ３４．１�
３６ ユキノベアハート 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行北所 直人氏 新開 幸一 浦河 昭和牧場 ４７０－ ２ 〃 アタマ １４．６�
８１５ セツゲツフウカ 牝３栗 ５４ 柴田 大知�樽さゆり氏 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 B４２８± ０１：１４．６２� １９．２�
６１２ イーグルタイム 牡３黒鹿５６ 吉田 豊安原 浩司氏 清水 久詞 浦河 近藤牧場 ４６４＋１２ 〃 ハナ ５．９�
７１４ ジグパルティード 牡３鹿 ５６ 石神 深一�樽さゆり氏 田中 剛 浦河 斉藤 政志 ４８０＋１０ 〃 ハナ １０４．９�
６１１ サエッターレ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信岡田 壮史氏 栗田 徹 浦河 林 孝輝 ４２６＋ ２ 〃 アタマ １０７．３	
２３ エリモブリーズ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成山本 慎一氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ４４６－ ２１：１４．８� １５．０

８１６ チアーズアゲン 牡３鹿 ５６ 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４６４－ ６ 〃 ハナ ７２．４�
２４ ミヤコライジング 牝３鹿 ５４ 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム ４２８－ ４１：１５．２２� ２３．３�
４８ コスモウンディーネ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 高橋 文雅 新ひだか 中田 浩美 ４４０＋１２１：１５．６２� １８１．４�
１１ ノボモモチャン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲原田 和真�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４３６＋ ６１：１５．９１� ３０３．１�
３５ ハッピーライラック 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 ユートピア牧場 大竹 正博 登別 ユートピア牧場 ４９６ ―１：１６．０� ８８．８�
５９ ア パ ッ チ 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真村田 哲朗氏 坂本 勝美 日高 小屋畑 和久 B４４６－１２１：１６．１クビ ３３．２�
７１３ ド ム 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム ４６２ ―１：１９．５大差 １０８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，６１２，７００円 複勝： ４５，８２５，０００円 枠連： １９，５９０，１００円

馬連： ６６，０１２，７００円 馬単： ４９，１５１，２００円 ワイド： ２９，７９４，２００円

３連複： ８６，５６９，４００円 ３連単： １４３，６７９，５００円 計： ４６６，２３４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � ５５０円 枠 連（１－５） ４２０円

馬 連 �� ４４０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ２，３２０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ４，７８０円 ３ 連 単 ��� １９，６００円

票 数

単勝票数 計 ２５６１２７ 的中 � ５０８０４（２番人気）
複勝票数 計 ４５８２５０ 的中 � ８００５３（２番人気）� １６３７６０（１番人気）� １２２２６（９番人気）
枠連票数 計 １９５９０１ 的中 （１－５） ３４７５６（１番人気）
馬連票数 計 ６６０１２７ 的中 �� １１２２１８（１番人気）
馬単票数 計 ４９１５１２ 的中 �� ３９２２５（２番人気）
ワイド票数 計 ２９７９４２ 的中 �� ３２２７７（２番人気）�� ２８０２（２６番人気）�� ７１８４（１０番人気）
３連複票数 計 ８６５６９４ 的中 ��� １３３９２（１３番人気）
３連単票数 計１４３６７９５ 的中 ��� ５４１２（４８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．９―１２．９―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３５．３―４８．２―１：００．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．８―３F３７．９
３ １０（２，１５，１６）（６，１４）（１２，１１）（４，８）－（７，３）－１，９－５＝１３ ４ １０（２，１５）１６（６，１４，１１）（１２，４）（７，３，８）－１－９－５＝１３

勝馬の
紹 介

パーフェクトミー �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１１．５ 東京４着

２００９．４．２７生 牡３鹿 母 パルステージ 母母 スーパーリヴリア ４戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔発走状況〕 サエッターレ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 サエッターレ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドム号は，平成２４年５月１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ブラックモア号
（非抽選馬） １頭 ウインドグラス号

０８０４０ ４月１日 晴 稍重 （２４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４５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 ６２５，０００
６２５，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３３ デルマスサノオ 牡３栗 ５６
５３ ▲山崎 亮誠浅沼 廣幸氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ５２２＋２８１：５７．８ １９．２�

３４ バレンタインパパ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春長谷川清英氏 菊沢 隆徳 日高 田端牧場 ４８６－ ２１：５８．２２� ７．２�
２２ ハヤブサフィーバー 牡３栗 ５６ 内田 博幸武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４７８－ ４１：５８．４１ １．７�
４６ トーセンナポレオン 牡３栗 ５６ 北村 宏司島川 �哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５６－ ４１：５８．５� ２０．０�
７１２ エンギロティタ 牡３青鹿５６ 三浦 皇成藤田 孟司氏 小島 茂之 日高 モリナガファーム ４７４－ ６ 〃 同着 ５．７�
８１３ オンワードモンタナ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海樫山 章子氏 相沢 郁 浦河 オンワード牧場 ４６８± ０１：５８．８２ ７０．０�
５７ � サウンドメジャー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介増田 雄一氏 小笠 倫弘 米 Celbridge

Estates Ltd. ４７０－ ４ 〃 クビ １０．４	
５８ デンコウチャーム 牡３栗 ５６ 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 磯野牧場 ５１２± ０ 〃 ハナ ２３１．３

８１４ ア イ ザ ッ ク 牡３鹿 ５６ 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 新冠 松田 富士夫 ４８２＋ ８１：５８．９� ４０．９�
７１１ マストゴーオン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信石川 達絵氏 小笠 倫弘 日高 木村牧場 B４８２－ ４１：５９．５３� ９４．５�
６１０ サウンズファン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治ミルファーム 畠山 重則 日高 三輪牧場 ４５２－ ６１：５９．６� ６７．４�
４５ バトルキトリ 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 前田牧場 ４４０＋ ２１：５９．７クビ ３８．７�
６９ ラッセルフット 牡３栗 ５６ 津村 明秀桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 高瀬牧場 ５０６± ０２：０１．２９ ２４．３�
１１ ア ル プ ス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲横山 和生小田 廣美氏 石栗 龍彦 新冠 津田牧場 ４８０＋ ２ （競走中止） ２７１．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２８，７６１，１００円 複勝： ５１，７７８，１００円 枠連： １７，７１４，９００円

馬連： ６３，４７６，７００円 馬単： ５２，６５１，１００円 ワイド： ３１，２１６，６００円

３連複： ８８，４９１，８００円 ３連単： １７２，６２８，９００円 計： ５０６，７１９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９２０円 複 勝 � ３８０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（３－３） ４，１４０円

馬 連 �� ３，８７０円 馬 単 �� ９，１３０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ６６０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，９００円 ３ 連 単 ��� ２２，８８０円

票 数

単勝票数 計 ２８７６１１ 的中 � １１８４５（５番人気）
複勝票数 計 ５１７７８１ 的中 � １９２８６（７番人気）� ６８４７０（３番人気）� ２２６６１４（１番人気）
枠連票数 計 １７７１４９ 的中 （３－３） ３１６２（１４番人気）
馬連票数 計 ６３４７６７ 的中 �� １２１０６（１２番人気）
馬単票数 計 ５２６５１１ 的中 �� ４２５７（２９番人気）
ワイド票数 計 ３１２１６６ 的中 �� ９１０４（１０番人気）�� １０６４９（８番人気）�� ４０３５７（１番人気）
３連複票数 計 ８８４９１８ 的中 ��� ３４４９０（７番人気）
３連単票数 計１７２６２８９ 的中 ��� ５５６９（６８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．１―３８．０―５２．７―１：０５．６―１：１８．７―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―３F３９．１
１
３
３，５（２，９）１４（６，７）－１，１１－１３，４，１０－８－１２
１４，５（３，９）（２，１３）７（６，１２）（１１，４）８（１，１０）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

デルマスサノオ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Gone West デビュー ２０１１．８．１４ 札幌４着

２００９．１．２５生 牡３栗 母 トレトレジョリⅡ 母母 Silver Tornado ３戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円
〔競走中止〕 アルプス号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 オンワードモンタナ号の騎手松岡正海は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１２番への進路影響）



０８０４１ ４月１日 晴 良 （２４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３５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

７１２ ジェームズバローズ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海猪熊 広次氏 中竹 和也 新ひだか 折手牧場 ４７８－ ６２：１５．６ ２．１�

４５ ライトヴァース 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 池田 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４－ ４２：１５．９１� ４．３�

７１１ ドラゴンエイジ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４６０＋ ２ 〃 アタマ １５．５�
６９ ハンサムボーイ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４５０± ０２：１６．０クビ ５．６�
３４ タニノハービービー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 ４６４＋ ４２：１６．１� ３３．３�
８１３ オメガインペリアル 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成原 �子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ５００＋ ２２：１６．４２ ７．０�
５７ クシャトリア 牝３青 ５４ 吉田 隼人田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４４２－ ６２：１６．５� ５６．１	
５８ ディーエスゲイン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４７２± ０２：１６．７１� ４７．６

８１４ ウインサンドロ 牡３黒鹿５６ 津村 明秀�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 村上 欽哉 ４４２＋ ４２：１７．３３� ２４．９�
４６ マホウノランプ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士上田 忠男氏 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４４０± ０２：１７．４� １４６．４
３３ テイエムサイエンス 牡３黒鹿５６ 田中 博康竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４６＋ ４ 〃 クビ ２１２．７�
１１ ジャングルスター 牡３鹿 ５６ 柴田 大知冨沢 敦子氏 畠山 重則 日高 石原牧場 ５６０－ ４２：１７．８２� １９２．８�
２２ ス イ カ ズ ラ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一中村 政勝氏 松永 康利 様似 様似共栄牧場 ５１０＋ ２２：１９．９大差 ３１２．２�
６１０ フ ル オ ー ト 牡３鹿 ５６ 丸山 元気重松 國建氏 黒岩 陽一 日高 横井 哲 ４９８ ―２：２１．６大差 ４２．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３０，５４６，４００円 複勝： ４５，７６０，６００円 枠連： ２０，４９５，８００円

馬連： ７０，３６５，８００円 馬単： ５２，７５８，２００円 ワイド： ３０，６４６，８００円

３連複： ９１，５４１，６００円 ３連単： １７６，１４２，１００円 計： ５１８，２５７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ３２０円 枠 連（４－７） ４１０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� ８３０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ６２０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� １，８８０円 ３ 連 単 ��� ６，０９０円

票 数

単勝票数 計 ３０５４６４ 的中 � １１９０１０（１番人気）
複勝票数 計 ４５７６０６ 的中 � １２２８１２（１番人気）� ９２７８６（２番人気）� ２５４５１（５番人気）
枠連票数 計 ２０４９５８ 的中 （４－７） ３７７６１（２番人気）
馬連票数 計 ７０３６５８ 的中 �� １１１９３７（１番人気）
馬単票数 計 ５２７５８２ 的中 �� ４７３７２（１番人気）
ワイド票数 計 ３０６４６８ 的中 �� ４３２００（１番人気）�� １１１７１（７番人気）�� ６２７９（１１番人気）
３連複票数 計 ９１５４１６ 的中 ��� ３５９３７（５番人気）
３連単票数 計１７６１４２１ 的中 ��� ２１３７４（１３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．７―１２．７―１３．１―１２．４―１２．５―１２．３―１２．０―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２４．１―３６．８―４９．５―１：０２．６―１：１５．０―１：２７．５―１：３９．８―１：５１．８―２：０３．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジェームズバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gone West デビュー ２０１１．９．１１ 札幌４着

２００９．３．１６生 牡３鹿 母 ミスフーバフーバ 母母 Gal in a Ruckus ７戦１勝 賞金 １１，８５０，０００円
〔発走状況〕 フルオート号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔調教再審査〕 フルオート号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フルオート号は，平成２４年５月１日まで平地競走に出走できない。

０８０４２ ４月１日 晴 良 （２４中山３）第４日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時０５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
１：３１．４

良

良

１１ ロードラディアント 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 牧 光二 日高 中川 浩典 ４８０＋ ８１：３５．３ ５．０�

２２ キネオピューマ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新冠 パカパカ
ファーム ４３８－ ８１：３５．５１� ２．９�

７７ サトノプレジデント 牡３黒鹿５６ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４１：３５．６� ６．７�
８９ ラインロバート 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ４１：３６．３４ ４３．６�
６６ クラウドチェンバー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４６４± ０ 〃 クビ ２．６�
４４ ロマンスリップ 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 B４４８－１０１：３６．５１� ２８．８	
７８ クールスター 牡３青鹿５６ 荻野 琢真スリースターズレーシング 木村 哲也 新冠 村上牧場 ４８４＋ ８１：３６．８２ ５２．３

３３ フォゲラバーディ 牝３青鹿５４ 丸山 元気平田 修氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２８＋ ４１：３６．９� ４７．７�
５５ 	 プラススキーラブ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治鈴木与四郎氏 高橋 祥泰 日高 船越牧場 ４１２－１２１：３７．０クビ １５８．３�
８１０ ジヴェルニー 牡３栃栗５６ 藤岡 佑介村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５２＋ ６ （競走中止） １４．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２９，４４４，６００円 複勝： ４３，７９０，１００円 枠連： １５，９８３，１００円

馬連： ６８，８１９，４００円 馬単： ５４，５０１，０００円 ワイド： ２８，３１４，０００円

３連複： ８２，１１１，０００円 ３連単： ２０３，４４５，３００円 計： ５２６，４０８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（１－２） ８６０円

馬 連 �� ８６０円 馬 単 �� ２，０００円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ４００円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ７，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２９４４４６ 的中 � ４６４４６（３番人気）
複勝票数 計 ４３７９０１ 的中 � ８０７９９（３番人気）� １０７２１５（２番人気）� ６６８５２（４番人気）
枠連票数 計 １５９８３１ 的中 （１－２） １３８７４（６番人気）
馬連票数 計 ６８８１９４ 的中 �� ５９２３３（５番人気）
馬単票数 計 ５４５０１０ 的中 �� ２０１２８（１０番人気）
ワイド票数 計 ２８３１４０ 的中 �� ２３１５０（４番人気）�� １６５０３（６番人気）�� ２７５２３（３番人気）
３連複票数 計 ８２１１１０ 的中 ��� ５２５３１（４番人気）
３連単票数 計２０３４４５３ 的中 ��� １９９５１（２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．２―３６．１―４８．４―１：００．３―１：１２．１―１：２３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３５．０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロードラディアント �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２０１１．６．１９ 中山５着

２００９．３．７生 牡３鹿 母 ハーバーキラリ 母母 ハーバーカレン ６戦２勝 賞金 １３，４５０，０００円
〔競走中止〕 ジヴェルニー号は，競走中に疾病〔左第１趾骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



０８０４３ ４月１日 晴 良 （２４中山３）第４日 第７競走 ��２，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２８．８
２：２８．６

重

不良

４４ ローレルキングダム 牡４栗 ５６ 田中 勝春 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 ４８４± ０２：４０．８ ２．６�

１１ タイソンバローズ 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４６２± ０２：４１．６５ ２．９�

２２ リネンタキシード 牡５青鹿５７ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ５３２＋ ４ 〃 クビ ２７．７�
８８ ウエスタンブラボー 牡５青鹿５７ 内田 博幸西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４７０－ ６２：４２．２３� ４．５�
５５ ビレッジブライト 牡５栗 ５７ 江田 照男村山 輝雄氏 藤原 辰雄 新ひだか 飛野牧場 ４８６± ０２：４２．３� ９．５�
８９ � ガリンペイロ 牡５鹿 ５７ 柴田 大知内藤 好江氏 浅野洋一郎 新冠 競優牧場 ４７４－ ６２：４２．４� ６９．９�
６６ アラビアンザサン 牡４鹿 ５６ 丹内 祐次吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 大城 康伸 ４８４＋ ８ 〃 ハナ １０．９	
３３ ア セ ン ト �４鹿 ５６ 黛 弘人馬目 卓氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４４－２２２：４３．７８ ２８．５

７７ ア ベ マ リ ア 牝４鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４６０± ０２：４３．９１	 ６０．５�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２４，１２３，８００円 複勝： ３６，３７０，５００円 枠連： １５，２５４，９００円

馬連： ６４，４９２，４００円 馬単： ５４，４３９，６００円 ワイド： ２７，１１０，２００円

３連複： ８４，５１９，９００円 ３連単： ２１９，３５９，４００円 計： ５２５，６７０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ３５０円 枠 連（１－４） ３７０円

馬 連 �� ３６０円 馬 単 �� ７１０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ９３０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ２，３２０円 ３ 連 単 ��� ８，６００円

票 数

単勝票数 計 ２４１２３８ 的中 � ７４０３１（１番人気）
複勝票数 計 ３６３７０５ 的中 � ８９０３７（２番人気）� ９１６６６（１番人気）� １７２３２（６番人気）
枠連票数 計 １５２５４９ 的中 （１－４） ３０５２５（１番人気）
馬連票数 計 ６４４９２４ 的中 �� １３２８１３（１番人気）
馬単票数 計 ５４４３９６ 的中 �� ５６７９２（２番人気）
ワイド票数 計 ２７１１０２ 的中 �� ４２３４５（１番人気）�� ６２４５（１３番人気）�� ６７８３（１１番人気）
３連複票数 計 ８４５１９９ 的中 ��� ２６９８７（８番人気）
３連単票数 計２１９３５９４ 的中 ��� １８８４１（２８番人気）

ハロンタイム １３．５―１１．９―１３．２―１３．７―１４．５―１５．０―１５．２―１４．１―１２．９―１２．７―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．５―２５．４―３８．６―５２．３―１：０６．８―１：２１．８―１：３７．０―１：５１．１―２：０４．０―２：１６．７―２：２８．３

コーナー
通過順位

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

２
�
１，３（５，７）６，８，９－２，４
４（１，２）－５（８，３，９）（７，６）

勝馬の
紹 介

ローレルキングダム �

父 キングカメハメハ �


母父 メジロライアン デビュー ２０１１．１．２９ 東京４着

２００８．４．２５生 牡４栗 母 ラヴァーズレーン 母母 モ ガ ミ ヒ メ １２戦２勝 賞金 ２４，３２０，０００円
〔その他〕 タイソンバローズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 タイソンバローズ号は，平成２４年５月１日まで出走できない。

０８０４４ ４月１日 晴 良 （２４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０５分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．２
１：５６．１

良

良

３３ ヴァルナビスティー 牡４黒鹿５７ 吉田 豊備前島敏子氏 尾形 充弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０４± ０２：００．８ １０．１�

７７ アサクサポイント 牡４青鹿５７ 内田 博幸田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８＋ ４ 〃 クビ ２．５�
８９ オマワリサン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５１２＋ ２２：０１．１１� ８．４�
２２ トキノサコン 牡４栗 ５７ 江田 照男田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４８０± ０２：０１．３１� ５．９�
５５ ゼ ロ ー ソ 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４＋ ２２：０１．５１� １１．５�
１１ ビリーヴマイン 牡４鹿 ５７ 丸山 元気コウトミックレーシング 清水 英克 新冠 大栄牧場 ４４０± ０２：０１．７１� ３．９�
７８ オペラオーカン 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター B４９４－ ６２：０１．９１� ３８．１�
８１０ オルレアンノオトメ 牝５鹿 ５５ 柴田 大知	ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４６０＋ ８２：０２．７５ １５．４

６６ ニシノキミヨ 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４３８－ ８２：０２．９１� ３７．５�
４４ プライドワン 	４鹿 ５７ 津村 明秀三枝 栄二氏 小野 次郎 日高 新井 昭二 ４７２－ ２２：０４．１７ ７７．５�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２８，８４１，８００円 複勝： ４２，９６２，０００円 枠連： ２０，３８８，０００円

馬連： ７８，６５１，８００円 馬単： ５６，０３３，２００円 ワイド： ３０，７３６，６００円

３連複： ９０，８４０，４００円 ３連単： ２００，２１０，４００円 計： ５４８，６６４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ２６０円 � １３０円 � ２２０円 枠 連（３－７） １，２３０円

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� ３，４２０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� １，１５０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ２，６８０円 ３ 連 単 ��� ２０，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２８８４１８ 的中 � ２２５３５（５番人気）
複勝票数 計 ４２９６２０ 的中 � ３４５８５（５番人気）� １２４１３７（１番人気）� ４５４３８（４番人気）
枠連票数 計 ２０３８８０ 的中 （３－７） １２２８８（６番人気）
馬連票数 計 ７８６５１８ 的中 �� ４７７０６（５番人気）
馬単票数 計 ５６０３３２ 的中 �� １２１０９（１３番人気）
ワイド票数 計 ３０７３６６ 的中 �� １４８４４（６番人気）�� ６０３７（１７番人気）�� ２４４２７（３番人気）
３連複票数 計 ９０８４０４ 的中 ��� ２５０９８（１０番人気）
３連単票数 計２００２１０４ 的中 ��� ７１５８（７２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１２．１―１２．１―１２．８―１２．５―１２．４―１２．０―１２．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．０―３５．１―４７．２―１：００．０―１：１２．５―１：２４．９―１：３６．９―１：４８．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴァルナビスティー 
�
父 デビッドジュニア 

�
母父 Sunday Silence デビュー ２０１０．９．１８ 札幌２着

２００８．２．１６生 牡４黒鹿 母 トリプルピルエット 母母 Sha Tha １０戦２勝 賞金 １６，２００，０００円



０８０４５ ４月１日 晴 良 （２４中山３）第４日 第９競走 ��
��１，２００�

はるかぜ

春風ステークス
発走１４時３５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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

４７ � トシキャンディ 牝６鹿 ５５ 木幡 初広上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ５０８＋１２１：１１．６ ５．６�

５１０ シセイオウジ 牡５栗 ５７ 田辺 裕信猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４５４－ ２１：１１．８１� ９．６�
６１２ メイショウツチヤマ 牡５鹿 ５７ 武士沢友治松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８２－ ２１：１１．９	 １３．０�
３６ ハッピーカオル 牡５青 ５７ 田中 勝春芝山 香氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４５６＋ ２ 〃 アタマ ８．５�
４８ � キングオブヘイロー 牡６鹿 ５７ 内田 博幸鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 ４７４－ ４１：１２．１１
 ６．２�
３５ レッドヴァンクール 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５４０＋ ２１：１２．２クビ ４０．２�
５９ コスモケンジ 牡４栗 ５７ 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 ５０４＋ ４ 〃 ハナ １６．８

８１６ ブルーデジャブ �５芦 ５７ 柴山 雄一 �ブルーマネジメント大根田裕之 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ５００－１２ 〃 クビ ５．３�
８１５ カフェマーシャル 牡６芦 ５７ 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５１６－ ４１：１２．３クビ １１．６�
７１３ トウショウクエスト 牡７栗 ５７ 和田 竜二トウショウ産業� 今野 貞一 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５２２－１６１：１２．４	 ６７．１
７１４ ヤマノサファイア 牡４栗 ５７ 四位 洋文澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 ４５０－ ２１：１２．５	 ８．１�
１２ バクシンカーリー 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 ５０２＋ ２１：１２．６クビ ４４．０�
２４ ノボレインボー 牝６芦 ５５ 江田 照男�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ５０８－ ４１：１３．１３ ２８．６�
６１１� カフェレジェンド 牡７青鹿５７ 津村 明秀西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor B５１２－ ４ 〃 クビ １６０．２�
１１ � パーフェクトケン 牡６鹿 ５７ 吉田 豊藤田 在子氏 萱野 浩二 米 Edward P.

Evans ５００± ０１：１３．２クビ ３０．３�
２３ オーラレガーレ 牝４青鹿５５ 石橋 脩吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ４５０－１０１：１４．２６ ３９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，５５４，８００円 複勝： ７０，１９９，２００円 枠連： ４８，３６４，６００円

馬連： １６６，１９６，１００円 馬単： ８６，３０８，５００円 ワイド： ５７，５１７，１００円

３連複： ２００，５６１，４００円 ３連単： ３３３，６６０，２００円 計： １，００３，３６１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２３０円 � ３１０円 � ４１０円 枠 連（４－５） １，０００円

馬 連 �� ３，２４０円 馬 単 �� ６，０００円

ワ イ ド �� １，２６０円 �� １，３７０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� １２，２１０円 ３ 連 単 ��� ６７，０３０円

票 数

単勝票数 計 ４０５５４８ 的中 � ５８０７６（２番人気）
複勝票数 計 ７０１９９２ 的中 � ９２６８０（３番人気）� ５９２３７（６番人気）� ４１７７１（９番人気）
枠連票数 計 ４８３６４６ 的中 （４－５） ３６０１４（２番人気）
馬連票数 計１６６１９６１ 的中 �� ３７９６２（１３番人気）
馬単票数 計 ８６３０８５ 的中 �� １０６２３（２２番人気）
ワイド票数 計 ５７５１７１ 的中 �� １１３６５（１６番人気）�� １０３９２（１７番人気）�� ７５４２（３０番人気）
３連複票数 計２００５６１４ 的中 ��� １２１２６（４６番人気）
３連単票数 計３３３６６０２ 的中 ��� ３６７４（２２２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１１．８―１２．１―１１．８―１２．５

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トシキャンディ �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Machiavellian

２００６．４．１７生 牝６鹿 母 コ ル チ カ 母母 Ivrea １８戦４勝 賞金 ７１，３３３，０００円
初出走 JRA

※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） ３頭 コパノカチーノ号・スノードラゴン号・ダンシングマオ号
（非抽選馬） １頭 プロスペラスマム号

０８０４６ ４月１日 晴 良 （２４中山３）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�

ふくりゅう

伏竜ステークス
発走１５時１０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１，４００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １８，０００，０００円 ７，２００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，８００，０００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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１０ ハタノヴァンクール 牡３栗 ５６ 四位 洋文 �グッドラック・ファーム 昆 貢 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ４９０－ ４１：５３．５ ６．７�

５６ キングブレイク 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介金井 順一氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 ５００＋ ８１：５３．７１� ３．３�
８１２� エアハリファ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-

ter Farm ４６０－ ８１：５４．１２	 ５．０�
８１３ ダノンゴールド 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５３４－ ４ 〃 ハナ １１．１�
５７ サンマルデューク 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ ３２．９�
４５ トミケンユークアイ 牡３黒鹿５６ 木幡 初広冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 ４８２± ０１：５４．２
 ８．２	
６９ � アメリカンウィナー 牡３青鹿５６ 吉田 豊吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote

Stud, Ltd. ４７８± ０１：５４．４１� １１．６

７１１ メイスンキャプテン 牡３栗 ５６ 武士沢友治梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 B４９２－ ８１：５４．６１� ７．６�
１１ テイエムデジタル 牡３鹿 ５６ 北村 宏司竹園 正繼氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 ４７８－ ２１：５４．７	 ２５．８�
２２ プーラヴィーダ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 ４６６－ ６１：５５．１２	 ２１．５
４４ ジョウノバッカス 牡３栗 ５６ 田中 勝春小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４７２± ０１：５５．５２	 ６６．３�
６８ カリスマアキラ 牡３栗 ５６ 和田 竜二ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４５６＋ ２１：５５．６	 ９９．５�
３３ ラフィングインメイ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �社台レースホース武 宏平 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６－ ６１：５７．１９ ２８．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５１，５２４，３００円 複勝： ８６，７８７，２００円 枠連： ４４，４０１，５００円

馬連： １８７，６０７，１００円 馬単： １０６，００２，０００円 ワイド： ６１，１４１，４００円

３連複： ２１６，０７２，７００円 ３連単： ３９０，５８７，５００円 計： １，１４４，１２３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２３０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（５－７） ７５０円

馬 連 �� １，６８０円 馬 単 �� ４，２４０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� ６８０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ２，４１０円 ３ 連 単 ��� １６，５５０円

票 数

単勝票数 計 ５１５２４３ 的中 � ６０８０８（３番人気）
複勝票数 計 ８６７８７２ 的中 � ８７７７９（５番人気）� １７０５７４（１番人気）� １３７５２６（２番人気）
枠連票数 計 ４４４０１５ 的中 （５－７） ４３９６６（３番人気）
馬連票数 計１８７６０７１ 的中 �� ８２５８７（３番人気）
馬単票数 計１０６００２０ 的中 �� １８４７３（１６番人気）
ワイド票数 計 ６１１４１４ 的中 �� ２３４４３（３番人気）�� ２１４８５（４番人気）�� ４５０３６（１番人気）
３連複票数 計２１６０７２７ 的中 ��� ６６２５８（３番人気）
３連単票数 計３９０５８７５ 的中 ��� １７４２２（２２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１３．０―１３．５―１３．１―１２．６―１２．７―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．８―３６．８―５０．３―１：０３．４―１：１６．０―１：２８．７―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．５
１
３

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

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

ハタノヴァンクール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１１．２０ 京都１３着

２００９．５．１６生 牡３栗 母 ハタノプリエ 母母 ハヤベニコマチ ５戦３勝 賞金 ３０，３０１，０００円

１レース目 ３レース目



０８０４７ ４月１日 晴 良 （２４中山３）第４日 第１１競走 ��
��１，６００�第４４回ダービー�チャレンジトロフィー（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）

４歳以上，２３．４．２以降２４．３．２５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�チャレンジトロフィー（１着）

賞 品
本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

４８ ガ ル ボ 牡５青 ５７．５ 石橋 脩石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４７４± ０１：３３．５ ７．３�

５１０� オセアニアボス 牡７青鹿５７ 藤岡 佑介�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry
Hill Stud ５０４－ ４ 〃 クビ １６．９�

５９ ネオサクセス 牡５鹿 ５４ 吉田 豊秋場 清�氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 B４７０－ ２１：３３．６クビ １３．４�
１２ ツクバホクトオー 牡６黒鹿５６ 吉田 隼人荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４８０± ０１：３３．７� １４．０�
２３ ダイワファルコン 牡５鹿 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B５０８－ ２ 〃 クビ ４．３	
６１２ アプリコットフィズ 牝５黒鹿５５ 田中 勝春 
社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４４０－ ４１：３３．８� ５．８�
７１４ ミッキードリーム 牡５栗 ５７ 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４７６－１４１：３４．０１	 １５．８�
３６ タガノエルシコ 牡７栗 ５５ 三浦 皇成八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４２８－ ８１：３４．１� ２１．６
７１３ スピードリッパー 牝４栗 ５２ 伊藤 工真吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：３４．２クビ ９０．９�
１１ ミキノバンジョー 牡５鹿 ５４ 柴山 雄一谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ５０４－１４ 〃 クビ ２０．６�
８１５ リーチザクラウン 牡６青鹿５７．５ 田辺 裕信西山 茂行氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１４＋ ６１：３４．３� ２２．８�
６１１ テイエムオオタカ 牡４鹿 ５６ 内田 博幸竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 ４９８－ ４ 〃 クビ １１．８�
２４ サトノタイガー 牡４黒鹿５５ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：３４．４� ９．２�
３５ キングストリート 牡６鹿 ５６ 松岡 正海河� 五市氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 ４８８± ０１：３４．５� ７１．７�
４７ ベルシャザール 牡４青鹿５７ 四位 洋文 
社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ５４０＋ ４ 〃 クビ １１．４�
８１６ マンハッタンスカイ 牡８黒鹿５３ 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５２６－ ４１：３５．３５ ２０２．６�

（１６頭）

売 得 金
単勝： １３５，５４５，３００円 複勝： １９９，９６４，２００円 枠連： １６７，４９８，１００円 馬連： ７２５，０１０，１００円 馬単： ３６３，０２１，３００円

ワイド： ２１０，５６５，６００円 ３連複： １，０３３，０５２，６００円 ３連単： １，８９０，８２２，１００円 ５重勝： ９１１，６４１，３００円 計： ５，６３７，１２０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２７０円 � ４５０円 � ４１０円 枠 連（４－５） １，９２０円

馬 連 �� ５，７６０円 馬 単 �� １０，９１０円

ワ イ ド �� １，８００円 �� ２，２４０円 �� ２，６８０円

３ 連 複 ��� ２８，４２０円 ３ 連 単 ��� １６３，１７０円

５ 重 勝
対象競走：中山９R／阪神１０R／中山１０R／阪神１１R／中山１１R

キャリーオーバー なし����� ５６，０６５，９４０円

票 数

単勝票数 計１３５５４５３ 的中 � １４７６０３（３番人気）
複勝票数 計１９９９６４２ 的中 � ２１４２３２（３番人気）� １１１５９２（８番人気）� １２３８１６（６番人気）
枠連票数 計１６７４９８１ 的中 （４－５） ６４４６６（８番人気）
馬連票数 計７２５０１０１ 的中 �� ９３００６（２６番人気）
馬単票数 計３６３０２１３ 的中 �� ２４５５７（４６番人気）
ワイド票数 計２１０５６５６ 的中 �� ２９１３６（２３番人気）�� ２３１８９（３４番人気）�� １９２３１（４３番人気）
３連複票数 計１０３３０５２６ 的中 ��� ２６８２６（１１８番人気）
３連単票数 計１８９０８２２１ 的中 ��� ８５５２（６３２番人気）
５重勝票数 計９１１６４１３ 的中 ����� １２

ハロンタイム １２．２―１１．３―１１．９―１２．０―１１．４―１１．６―１１．８―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．５―３５．４―４７．４―５８．８―１：１０．４―１：２２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．１―３F３４．７

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

勝馬の
紹 介

ガ ル ボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００９．７．２６ 札幌９着

２００７．５．５生 牡５青 母 ヤマトダマシイ 母母 ハ ハ ゴ ゼ ン ２４戦４勝 賞金 ２０８，９６３，０００円
〔制裁〕 サトノタイガー号の騎手的場勇人は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（５番・６番・７番への進路影響）

ガルボ号の騎手石橋脩は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
※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。
（非抽選馬） ２頭 スギノエンデバー号・ロビンフット号

０８０４８ ４月１日 晴 良 （２４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 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

６１２ ウッドシップ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４８０－ ４１：１１．７ ４．２�

８１６� ケイアイヘルメス 牡４黒鹿５７ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 米 Morihiro
Kameda ５２０± ０１：１２．０１� １０．１�

６１１ エイブルサクセス 牡４鹿 ５７ 木幡 初広中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 ５５０＋ ２１：１２．１	 ５．８�
８１５ エ キ ナ シ ア 牝４鹿 ５５ 中谷 雄太�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 ４８０－ ８１：１２．２クビ ６．６�
３６ クォリティシーズン 牝４黒鹿５５ 三浦 皇成水野 英樹氏 武藤 善則 新ひだか 前川牧場 ４３６＋ ４１：１２．４１	 ６．９�
７１４ ワンモアジョー 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４７６－ ８１：１２．５	 ３．７	
５１０ ラヴリードリーム 牝６青鹿５５ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 黒岩 陽一 静内 松田 三千雄 ４７８－ ８ 〃 クビ ２９．１

２４ 
 ギ ガ ワ ッ ト 牡５黒鹿５７ 津村 明秀�木村牧場 高橋 裕 日高 木村牧場 ５３０－ ２１：１２．７１� ２８．４�
１２ リーサムダイチ 牡４鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B４８２± ０１：１２．９１	 ６０．９�
４８ スマートキャスター �７青 ５７ 北村 宏司大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ４９６－ ２１：１３．０� ３０．３
４７ 
 フジノタカワシ 牡６青鹿５７ 嘉藤 貴行北所 直人氏 鈴木 伸尋 新冠 赤石 久夫 ４５４＋ ２１：１３．３１� ８２．４�
３５ クラッカージャック 牡８鹿 ５７ 勝浦 正樹齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４９２－ ４１：１３．４クビ ８３．７�
５９ レッドボルサリーノ 牡６鹿 ５７ 和田 竜二 �東京ホースレーシング 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ５１６＋１２ 〃 クビ ５３．０�
１１ 
 ベ ロ ー チ ェ 牡９鹿 ５７ 草野 太郎モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 ４６４± ０ 〃 ハナ ２１３．８�
２３ メジロオマリー 牡７黒鹿５７ 黛 弘人岩� 伸道氏 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４７２± ０１：１３．６１	 １０７．９�
７１３ プリティスター 牝５栗 ５５ 吉田 隼人横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 新ひだか 原 光彦 ４７８＋ ８１：１３．８１ １００．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６７，９７４，６００円 複勝： ９９，９６６，３００円 枠連： ６７，６５２，７００円

馬連： ２１８，４７５，２００円 馬単： １２７，１１１，５００円 ワイド： ７７，２９８，９００円

３連複： ２５９，６６５，４００円 ３連単： ５２６，０９２，３００円 計： １，４４４，２３６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � ２００円 � ２８０円 � ２１０円 枠 連（６－８） ５６０円

馬 連 �� ３，１７０円 馬 単 �� ５，４４０円

ワ イ ド �� １，１４０円 �� ５１０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ５，３６０円 ３ 連 単 ��� ３２，８００円

票 数

単勝票数 計 ６７９７４６ 的中 � １２７６５６（２番人気）
複勝票数 計 ９９９６６３ 的中 � １４５８５２（２番人気）� ８６１８１（６番人気）� １３３８８８（３番人気）
枠連票数 計 ６７６５２７ 的中 （６－８） ８９４５４（２番人気）
馬連票数 計２１８４７５２ 的中 �� ５０９２２（１３番人気）
馬単票数 計１２７１１１５ 的中 �� １７２７１（２３番人気）
ワイド票数 計 ７７２９８９ 的中 �� １６１４８（１３番人気）�� ４０１８３（４番人気）�� １９８５７（１１番人気）
３連複票数 計２５９６６５４ 的中 ��� ３５７８２（１６番人気）
３連単票数 計５２６０９２３ 的中 ��� １１８４０（９８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．４―１２．０―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．４―４６．４―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウッドシップ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Danzig デビュー ２０１０．７．２４ 新潟１７着

２００８．２．１５生 牝４鹿 母 ブライドウッド 母母 Braiswick １７戦３勝 賞金 ３４，２５４，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 フジノタカワシ号の騎手嘉藤貴行は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（６番・５番・３番・２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 フィールドチャペル号

５レース目



（２４中山３）第４日 ４月１日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １６４頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２４５，６６０，０００円
６，７００，０００円
１，８２０，０００円
２２，４８０，０００円
５７，９０５，５００円
４，５３６，０００円
１，５７４，４００円

勝馬投票券売得金
５１８，４２１，２００円
８５３，１８３，５００円
４７７，０１０，６００円
１，８３１，０７２，７００円
１，１０３，８５３，４００円
６４２，７６１，２００円
２，３９７，９０７，２００円
４，５８５，２１９，１００円
９１１，６４１，３００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
５ 重 勝
計 １３，３２１，０７０，２００円

総入場人員 ２７，７０９名 （有料入場人員 ２５，４２８名）


