
０８０３７ ４月１日 晴 稍重 （１９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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

２３ エースハーバー 牝３黒鹿５４ 横山 典弘新川 敏弘氏 松山 康久 門別 里深 牧場 ４６６－ ８１：１３．５ ３．７�

５８ � エアリアーナ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二 �ラッキーフィールド小島 太 様似 猿倉牧場 ４３４＋ ４１：１３．７１� ６．１�
８１４� プリティコニー 牝３鹿 ５４ 江田 照男田島榮二郎氏 田子 冬樹 門別 富川牧場 ４５４－ ６１：１３．９� ５．１�
７１２ サフラントウショウ 牝３栗 ５４ 御神本訓史トウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４３８＋ ２１：１４．０� ４．１�
（大井）

６１０ アワーオアシス 牝３栗 ５４ 柴田 善臣�ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ４９２－１２ 〃 クビ ７．０�
５９ � エクリチュール 牝３鹿 ５４ 内田 博幸ディアレスト 秋山 雅一 浦河 杵臼牧場 ４１６－ ８１：１４．１� ２３．３	

（大井）

８１５ ラードロロフティー 牝３鹿 ５４ 松岡 正海村中 徳広氏 伊藤 伸一 新冠 川島牧場 ４０６＋ ２１：１４．３１� １２７．９

４７ � マキノステラ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊小川 敏夫氏 �田 研二 門別 川島 貞二 ４７０－ ４１：１４．４� ２０８．９�
３５ � ヒシクリッパー 牝３黒鹿５４ 北村 宏司阿部雅一郎氏 中野 隆良 新冠 カミイスタット ４６０± ０１：１４．５クビ ８４．９
６１１ マジックカイマナ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義�富士開発 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ

ングセンター B４８２－ ６ 〃 ハナ ２９．９�
２２ シャーペンセンス 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４８２ ―１：１４．７１� ８．３�
３４ ムービングアウト 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４５８－ ２ 〃 ハナ １１４．１�
１１ チャームドレス 牝３鹿 ５４ 小林 淳一タマモ� 清水 英克 静内 前田牧場 ４１２－ ２１：１５．６５ ３９３．９�
７１３ ユーワキャロル 牝３栗 ５４

５１ ▲千葉 直人 �ユーワライディング 小林 常泰 門別 ナカノファーム ４４８± ０１：１５．７� ３９９．０�
４６ � ロトシザンサス 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹國武 佳博氏 成島 英春 門別 広富牧場 ４３８ ― 〃 ハナ １９０．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，６４２，９００円 複勝： ２６，６６３，２００円 枠連： ２４，２１６，８００円

普通馬連： ９０，８９５，４００円 馬単： ７９，１６０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，７２７，９００円

３連複： １１２，７４８，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３７６，０５５，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １７０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（２－５） ６００円

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� １，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ３９０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，４９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９６４２９ 的中 � ４２６４２（１番人気）
複勝票数 計 ２６６６３２ 的中 � ４２２７６（３番人気）� ４０７２４（４番人気）� ４２５３０（２番人気）
枠連票数 計 ２４２１６８ 的中 （２－５） ３００６４（１番人気）
普通馬連票数 計 ９０８９５４ 的中 �� ５９４７１（５番人気）
馬単票数 計 ７９１６０４ 的中 �� ３２３８７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２７２７９ 的中 �� １３９３２（６番人気）�� １４６０５（４番人気）�� １４３８５（５番人気）
３連複票数 計１１２７４８４ 的中 ��� ５６１６５（４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．３―１２．５―１２．９―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．０―４６．５―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エースハーバー �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 アレミロード デビュー ２００７．１．２１ 中山６着

２００４．４．１０生 牝３黒鹿 母 サ ン ゲ ツ 母母 ゲイメホーン ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔発走状況〕 チャームドレス号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 チャームドレス号は，発走調教再審査。
〔３走成績による出走制限〕 チャームドレス号は，平成１９年５月１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。



０８０３８ ４月１日 晴 稍重 （１９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
１：４８．４

重

重

８１０� グレインアート 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ５０２－１４１：５５．９ １．７�

６６ ス テ パ ノ ス 牡３栗 ５６ 横山 典弘伊達 秀和氏 清水 利章 門別 サンシャイン
牧場 ４８２± ０１：５６．１１ ３．０�

２２ � ヤ マ ビ コ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７８＋ ４１：５７．２７ ３７．９�
５５ � マイネルドナール 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加賀 武見 鵡川 上水牧場 ４５８－ ６１：５８．４７ １１．１�
６７ ヘンリーゴンドーフ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８８ ―１：５９．１４ ７．７�

（大井）

１１ � テキサスイーグル 牡３鹿 ５６ 田中 剛飯田 正剛氏 中川 公成 静内 千代田牧場 ５４８－ ６１：５９．８４ ２６０．８	
７８ コアレスファントム 牡３黒鹿５６ 江田 照男小林 昌志氏 星野 忍 平取 コアレススタッド ４９４－ ２２：００．０１ ５９．９

７９ パワフルアゲン 牡３芦 ５６ 加藤士津八浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 ４９６－ ２２：００．８５ ２０９．８�
８１１ ゲンパチパワフル 牡３鹿 ５６ 御神本訓史平野 武志氏 中川 公成 浦河 梅田牧場 ４９２－ ８２：０１．５４ ８０．９�

（大井）

３３ � ダイワファントム 牡３栃栗５６ 蛯名 正義大城 敬三氏 田中 清隆 静内 千代田牧場 ４８０ ―２：０２．０３ ４９．０
４４ � シャインパンサー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝浜野順之助氏 小西 一男 浦河 片田 保 ５０２－ ４２：０２．２１ ３２５．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２５，５８２，４００円 複勝： １６，６９２，２００円 枠連： ２１，８０７，４００円

普通馬連： ７６，７７２，６００円 馬単： ９９，７３４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０４８，０００円

３連複： １１５，０２３，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３７８，６５９，９００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２８０円 枠 連（６－８） １６０円

普通馬連 �� ２１０円 馬 単 �� ３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ４４０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５５８２４ 的中 � １２５３９１（１番人気）
複勝票数 計 １６６９２２ 的中 � ５７６４５（１番人気）� ４６５２２（２番人気）� ８１３９（５番人気）
枠連票数 計 ２１８０７４ 的中 （６－８） １０６０６９（１番人気）
普通馬連票数 計 ７６７７２６ 的中 �� ２７６０９０（１番人気）
馬単票数 計 ９９７３４３ 的中 �� ２３６８９５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０４８０ 的中 �� ６６９９７（１番人気）�� ９９７５（６番人気）�� ７７０１（７番人気）
３連複票数 計１１５０２３０ 的中 ��� ８３７５７（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３７．４―５０．１―１：０３．２―１：１６．１―１：２９．５―１：４２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．７―３F３９．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

�グレインアート �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Polish Precedent デビュー ２００６．８．２７ 札幌８着

２００４．１．２９生 牡３鹿 母 ミルグレイン 母母 Mill Line ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゲンパチパワフル号・ダイワファントム号・シャインパンサー号は，平成１９年５月１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１日 晴 稍重 （１９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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

４４ � コスモパルムドール 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 米 Moreau Bloodstock
International, Inc. ４６８－ ２１：１２．４ ７．９�

３３ キタノリューオー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣穴澤 正氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ５２４± ０１：１２．７１� １．２�
８１１� コスモフェイツ 牝３黒鹿５４ 高野 和馬 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 浦河 今井 秀樹 ４５０ ―１：１３．３３	 ３８４．４�
１１ ウエスタンメガトン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司西川 賢氏 平井 雄二 静内 北西牧場 ４９０± ０１：１３．９３	 ５６．２�
５６ ニシノタマテバコ 牡３芦 ５６ 藤田 伸二西山 茂行氏 伊藤 圭三 鵡川 西山牧場 ４８２－ ８１：１４．５３	 ２１．０�
７１０ サクラフォルツァ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 ５０６ ―１：１４．７１ ５７．２	
６８ 
 トーアノマイ 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一東亜駿馬� 高市 圭二 豊浦トーア牧場 ４４２－ ４１：１５．１２	 ４６７．８

５５ 
 ゴールドクリッパー 牡３栗 ５６ 御神本訓史山田 弘氏 岩戸 孝樹 静内 岡田スタツド ４９２ ―１：１５．４１� １３．５�

（大井）

８１２� サークルゲーム 牡３黒鹿５６ 松岡 正海上野 武氏 成島 英春 静内 グランド牧場 B４３０－ ８１：１５．６１� ３３．１�
２２ 
 カシノエデン 牝３栗 ５４

５１ ▲池崎 祐介柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 ４０８－ ２ 〃 クビ ４６３．９
７９ トーホウヒロイン 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎東豊物産� 浅野洋一郎 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４６８± ０１：１５．８１ ２３．３�
６７ 
� コウジンキンキ 牡３栗

５６
５３ ▲千葉 直人加藤 興一氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B４４８－１０１：１７．１８ ２９１．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２８，１９４，６００円 複勝： ２０，１３７，３００円 枠連： ２３，４８３，０００円

普通馬連： ８０，９４６，６００円 馬単： １２３，９２８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，４３２，０００円

３連複： １２１，２７３，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４２４，３９５，９００円

払 戻 金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � １４０円 � １００円 � １，７９０円 枠 連（３－４） ２９０円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ７，０７０円 �� ２，２４０円

３ 連 複 ��� １０，４２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８１９４６ 的中 � ２８２５８（２番人気）
複勝票数 計 ２０１３７３ 的中 � ３２９４０（２番人気）� ９４３４１（１番人気）� １２４５（１１番人気）
枠連票数 計 ２３４８３０ 的中 （３－４） ５９８３８（１番人気）
普通馬連票数 計 ８０９４６６ 的中 �� ２０２３７６（１番人気）
馬単票数 計１２３９２８８ 的中 �� ６２３４２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６４３２０ 的中 �� ５５５９０（１番人気）�� ７２４（３３番人気）�� ２３３９（２０番人気）
３連複票数 計１２１２７３６ 的中 ��� ８５９３（２１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．４―１２．２―１２．４―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．４―４６．６―５９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３８．０
３ ・（３，４）７（１，１１）１２－９，６，８，１０（２，５） ４ ・（３，４）－１（１１，７）－１２，６，９，８，１０－（２，５）

勝馬の
紹 介

�コスモパルムドール �
�
父 Yonaguska �

�
母父 Wayne’s Crane デビュー ２００７．３．１１ 阪神６着

２００４．３．９生 牝３鹿 母 Gate Swinger 母母 Sovereign Nation ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウジンキンキ号は，平成１９年６月１日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 カシノエデン号・コウジンキンキ号は，平成１９年５月１日まで平地競走に出走できない。
※カシノエデン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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１日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（１９中山３）第４日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

１１ ビーマイプリンス 牡５栗 ６０ 大庭 和弥鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ５２４＋ ４３：１４．３ １５．１�

８１４� ウィンディータイム 牝４鹿 ５７ 柴田 未崎�ターフ・スポート石栗 龍彦 門別 谷川畜産 ４６８＋ ８ 〃 ハナ ５７．２�
５８ �� レオスターライト 牡６鹿 ６０ 柴田 大知�レオ 岩戸 孝樹 静内 藤沢牧場 B４６０± ０３：１４．５１� ２．７�
５７ �� コスモラバンジン 牡４鹿 ５９ 伊藤 直人 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 不二牧場 ４５６－ ６３：１４．９２	 ２９．０�

６１０� サーガキャスケード 牡４鹿 ５９ 五十嵐雄祐伊藤 仁氏 星野 忍 様似 水上 祐範 ４７２± ０３：１５．０	 １１９．１�
（７９７４）

７１２�� テーオードラゴン 牡５鹿 ６０ 菊地 昇吾小笹 公也氏 鹿戸 明 新冠 風間 洋 ４９２± ０３：１６．０６ １００．６	
３３ � テイエムマーチ 牡４鹿 ５９ 高野 和馬竹園 正繼氏 柴田 政人 静内 千代田牧場 ４７８－ ４３：１７．１７ ２６．３

６９ 
 ブレイブストーリー 牡４青鹿５９ 江田 勇亮前田 幸治氏 古賀 史生 米 Brereton

C. Jones ４７４－１６３：１７．２	 ２４２．３�
３４ ラストトレジャー 牡４鹿 ５９ 金子 光希 �社台レースホース矢野 進 千歳 社台ファーム ４４８＋ ６３：１７．４１� １０．０�
４６ ウインドストーム 牡４鹿 ５９ 山本 康志中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 浜本牧場 ５００＋ ２３：１７．８２	 ５．４
２２ � フジノリサコ 牝５鹿 ５８ 蓑島 靖典�富士開発 後藤 由之 様似 ホウセイ牧場 ４４４－１２３：１８．０１ １３．３�
７１１�� メジロミッチェル 牡５鹿 ６０ 岩崎 祐己メジロ商事� 谷原 義明 青森 大久保 寛 ４７０＋２０３：１９．５９ ７０．０�
８１３ セイコーアカデミー 牡８黒鹿６０ 穂苅 寿彦竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４５６－ ４３：１９．８１� ３．１�
４５ �� アイファーラブリー 牝５鹿 ５８ 矢原 洋一中島 稔氏 星野 忍 三石 大塚牧場 ５０６＋１４３：２２．２大差 １３５．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，２４８，３００円 複勝： １２，１２７，０００円 枠連： ２２，８０７，０００円

普通馬連： ６７，３２４，１００円 馬単： ６６，６６５，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０１３，２００円

３連複： １０４，０５９，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３０５，２４４，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，５１０円 複 勝 � ３７０円 � ９２０円 � １４０円 枠 連（１－８） １，６６０円

普通馬連 �� ２４，４１０円 馬 単 �� ４０，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，５４０円 �� ６９０円 �� １，７２０円

３ 連 複 ��� １３，２２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５２４８３ 的中 � ７９７０（６番人気）
複勝票数 計 １２１２７０ 的中 � ７３３０（６番人気）� ２５１７（１０番人気）� ３４０２４（１番人気）
枠連票数 計 ２２８０７０ 的中 （１－８） １０１７６（８番人気）
普通馬連票数 計 ６７３２４１ 的中 �� ２０３６（４２番人気）
馬単票数 計 ６６６６５２ 的中 �� １２１９（７９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０１３２ 的中 �� ７２３（４２番人気）�� ６４６７（７番人気）�� ２４０４（２０番人気）
３連複票数 計１０４０５９３ 的中 ��� ５８１１（４１番人気）

上り １マイル １：５０．８ ４F ５４．９－３F ４２．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビーマイプリンス �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 シャーディー デビュー ２００５．１．２３ 中山２着

２００２．２．２８生 牡５栗 母 ビーマイストレイン 母母 テ ン モ ン 障害：３戦１勝 賞金 １１，９００，０００円
〔制裁〕 テーオードラゴン号の騎手菊地昇吾は，２周目２コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 ウォッチンザスカイ号・エスケーアパッチ号・エプソムフォルテ号・サムタイム号・サンダーロード号・

シルクリベラル号・ジンデンバリュー号・タケノフェロー号・テイエムファンキー号・デイトレーダー号・
パシスタ号・メジロジーター号・リバルドボーイ号



０８０４１ ４月１日 晴 良 （１９中山３）第４日 第５競走 ��
��１，６００�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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

２３ � マックスバラード 牡３鹿 ５６ 横山 典弘田所 英子氏 伊藤 正徳 愛 Barronstown Stud
and Orpendale ４８２＋ ２１：３５．０ １．９�

２４ � エーシントゥルボー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊平井 宏承氏 大久保洋吉 米 Winches-
ter Farm ５０４－ ４１：３５．１クビ ３．１�

５９ �� アドマイヤパルサー 牡３芦 ５６ 柴田 善臣近藤 利一氏 河野 通文 新冠 タニグチ牧場 ４６２± ０１：３５．３１	 ９．３�
４８ ケイアイロブ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 門別 鹿行牧場 ４３８＋１０１：３５．５１	 ３２．６�

（大井）

７１３� ロマンチックライト 牡３黒鹿５６ 御神本訓史青山 洋一氏 加藤 征弘 英 The Bounty
Hunters ４７２± ０ 〃 アタマ ９４．１�

（大井）

８１５ ラビットジーズニ 牝３鹿 ５４ 江田 照男喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４４０± ０１：３５．７１
 ３１１．０�
６１２� ジェイケイバクシン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ５０４± ０１：３５．９１	 ５３．０	
１２ � ヒシユニバーサル 牡３青鹿５６ 北村 宏司阿部雅一郎氏 国枝 栄 英 M. Abe ４７０ ―１：３６．６４ ６３．４

１１ � ドライマンハッタン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二�大樹ファーム 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７８－ ６１：３７．０２	 ６．０�
３６ � フラワーアンブリー 牝３鹿 ５４ 小林 淳一花垣 春男氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４４８＋ ６１：３７．４２	 ８４６．２
６１１� トーセンコマチ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一島川 �哉氏 秋山 雅一 三石 川端牧場 ４６４ ―１：３７．７１� ６４．５�
５１０ カオリステラ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人川畑 �司氏 伊藤 伸一 青森 大須賀牧場 ４５０＋ ８１：３７．９１ ２９０．６�
７１４� スイーテストラバー 牝３鹿 ５４ 松岡 正海有限会社シルク相沢 郁 静内 千代田牧場 ３７８ ―１：３８．６４ ２５８．４�
４７ デルマジョン 牡３鹿 ５６ 石神 深一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 門別 ファニーヒルファーム ４６０＋ ４１：３８．９１� ７１９．８�
８１６� ゲイルハリケーン 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義�RRA 田中 清隆 早来 ノーザンファーム ５２０ ―１：３９．２２ １３８．９�
３５ オンワードマルシュ 牡３栗 ５６

５３ ▲千葉 直人�オンワード牧場 加賀 武見 浦河 オンワード牧場 ４９４ ―１：４０．４７ ２８１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，１３３，４００円 複勝： ２８，６０６，１００円 枠連： ３９，６０２，０００円

普通馬連： １０６，０２０，５００円 馬単： １２６，９５９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，０５５，５００円

３連複： １７４，００７，８００円 ３連単： 発売なし 計： ５３４，３８４，３００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １００円 � １１０円 � １６０円 枠 連（２－２） １９０円

普通馬連 �� １９０円 馬 単 �� ３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� ２２０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ４１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８１３３４ 的中 � １２０９８５（１番人気）
複勝票数 計 ２８６０６１ 的中 � １０００９７（１番人気）� ７６３８２（２番人気）� ２８７０１（４番人気）
枠連票数 計 ３９６０２０ 的中 （２－２） １５７７９４（１番人気）
普通馬連票数 計１０６０２０５ 的中 �� ４１２９６５（１番人気）
馬単票数 計１２６９５９０ 的中 �� ２９１０４７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１０５５５ 的中 �� ９０９２２（１番人気）�� ２９２９１（２番人気）�� ２０１３６（５番人気）
３連複票数 計１７４００７８ 的中 ��� ３１８６９７（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３５．６―４７．２―５９．２―１：１１．１―１：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．８

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

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

�マックスバラード �
�
父 Singspiel �

�
母父 Darshaan デビュー ２００７．２．１１ 東京３着

２００４．２．３生 牡３鹿 母 Velouette 母母 Velvet Moon ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゲイルハリケーン号・オンワードマルシュ号は，平成１９年５月１日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 カオリステラ号・デルマジョン号は，平成１９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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ハンスジャック号
※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。



０８０４２ ４月１日 晴 良 （１９中山３）第４日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （ダート・右）

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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

５９ タケデンヴィーナス 牝３栗 ５４ 横山 典弘武市 弘氏 奥平 雅士 浦河 安藤牧場 ４４２－ ２１：１２．４ ６．７�

８１４� セイコースペシャル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ２１：１２．７１� ４．６�
２２ �� オカールノキセキ 牡３芦 ５６ 小林 淳一新井原 博氏 清水 英克 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４９８＋ ２１：１３．１２	 １５．９�
４６ 
 コスモハナコ 牝３栗 ５４ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 米 Brereton C. Jones

& Fred Trainor ４８６± ０ 〃 クビ ５．６�
（大井）

７１２ ケイアイスパイダー 牝３黒鹿５４ 北村 宏司亀田 守弘氏 石毛 善彦 静内 佐竹 学 ４５４－ ４１：１３．２クビ ２．５�
７１３ セントラルボーイ 牡３青鹿５６ 横山 義行玉井 英夫氏 岩城 博俊 門別 有限会社

飯田牧場 ４７６＋ ２ 〃 ハナ ３８３．４�
２３

�
�
� オペラダンディ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二小林けい子氏 水野 貴広 浦河 近藤牧場 ４７０＋ ４ 〃 クビ １６．７	

６１０ クリスタリーノ 牡３栗 ５６ 穂苅 寿彦 �スピードファーム 和田 正道 浦河 針生 寿美 ４６４＋ ７１：１３．３クビ ３４９．８

３５ � ポ ッ タ ー 牡３栗 ５６ 御神本訓史眞田 誠之氏 熊坂 光広 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６０＋ ２１：１３．５１ ８４．７�

（船橋） （大井）

６１１
 ケイアイスキャット 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝亀田 守弘氏 松山 康久 米 Mereworth
Farm B４９２－ ２１：１３．６� ４１．２�

１１ � キープザチェンジ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太泉 俊二氏 水野 貴広 門別 富川牧場 ４３０－ ２１：１３．８１ １７４．８
５８ �� ヤマノトレジャー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一山口 克己氏 本郷 一彦 穂別 佐久間 孝司 ４７０＋ ６ 〃 ハナ １８７．２�
４７ 
 マルターズマガン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義藤田与志男氏 勢司 和浩 米 Darrell Brown

& Lendy Brown ４６４－ ２１：１３．９	 １１．５�
３４ � ジャックレイホウ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹�千早クラブ 伊藤 正徳 門別 古川 優 ４８０－ ２１：１４．３２	 ８６．９�
８１５
 セ レ ス マ ン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人岡 浩二氏 和田 正道 米 Audley Farm ５００＋１０ 〃 アタマ ３３．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，３６４，２００円 複勝： ３２，８３５，８００円 枠連： ３３，５３５，８００円

普通馬連： １２０，４９１，１００円 馬単： １００，３７３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，６５５，９００円

３連複： １３９，０４２，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４８４，２９８，７００円

払 戻 金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � １９０円 � １６０円 � ２９０円 枠 連（５－８） １，４９０円

普通馬連 �� １，６００円 馬 単 �� ３，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� １，０００円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ４，７８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８３６４２ 的中 � ３３６４１（４番人気）
複勝票数 計 ３２８３５８ 的中 � ４６２７０（３番人気）� ６８０１８（２番人気）� ２４４３４（５番人気）
枠連票数 計 ３３５３５８ 的中 （５－８） １６６９４（９番人気）
普通馬連票数 計１２０４９１１ 的中 �� ５５８８１（６番人気）
馬単票数 計１００３７３８ 的中 �� ２３６３４（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９６５５９ 的中 �� １２６９５（５番人気）�� ７１９４（１１番人気）�� ７６１２（１０番人気）
３連複票数 計１３９０４２１ 的中 ��� ２１４７０（１４番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．６―１２．７―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３４．１―４６．８―５９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．３
３ １１（１２，１５）（２，９，１４）１０，６－１３（５，７，３）（１，４）８ ４ ・（１１，１２）（２，９，１５，１４）１０（５，６，１３，３）（７，４，８）１

勝馬の
紹 介

タケデンヴィーナス �
�
父 バ チ ア ー �

�
母父 イ ブ ン ベ イ デビュー ２００６．９．３ 新潟１４着

２００４．４．１６生 牝３栗 母 モ エ 母母 バーニングハート ７戦２勝 賞金 １４，８００，０００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。



０８０４３ ４月１日 晴 良 （１９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２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６６ トラストブラック 牡５栗 ５７ 蛯名 正義菅波 雅巳氏 土田 稔 静内 飛野牧場 B５５２＋ ２１：５５．４ ２．１�

３３ ブローオブサンダー 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二吉田 勝己氏 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４８２± ０ 〃 ハナ ４．２�
７９ スターラビット 牡４鹿 ５７ 横山 典弘喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４９８＋ ８１：５６．０３� ３３．９�
５５ � リスティアプロトス 牡６栗 ５７ 御神本訓史村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 川上 悦夫 B５１４＋１０１：５６．１クビ ５．５�

（大井）

２２ �� ロイバークラフト 牡４青 ５７ 柴山 雄一村中 徳広氏 岩戸 孝樹 門別 高橋牧場 ４７８± ０１：５６．４２ １０．４�
４４ マイネルピエール 牡６芦 ５７ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 成島 英春 三石 前川 正美 ４９６－ ２１：５６．７１	 ２４．０�
１１ � ワキノムテキ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海脇山 良之氏 萩原 清 白老 白老ファーム ５１４－１０ 〃 クビ ２０．０	
６７ デルマアポロ 牡５栗 ５７ 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 天間 昭一 門別 原口 圭二 ４６０＋ ４１：５７．３３� ７９．３

８１１ エビスグリーン 牡５鹿 ５７ 内田 博幸加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 ５２０－ ４１：５８．７９ ９．３�

（大井）

８１０� キープコンセプト 牡４黒鹿５７ 北村 宏司飯田 正剛氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４６０－ ２ 〃 アタマ ４６．２�
７８ ビクトリーユーゴウ 牡４青鹿５７ 勝浦 正樹ターフ・スポート杉浦 宏昭 浦河 向別牧場 ４６０－１０２：００．１９ １０２．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２５，５６０，６００円 複勝： ２７，３２２，６００円 枠連： ３１，０９３，２００円

普通馬連： １１１，５９３，４００円 馬単： １０２，７０１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１２５，５００円

３連複： １３８，３１７，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４６３，７１５，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ５００円 枠 連（３－６） ５３０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ９９０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� ３，６４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５５６０６ 的中 � ９６３４９（１番人気）
複勝票数 計 ２７３２２６ 的中 � ７２７８７（１番人気）� ４９０６３（２番人気）� ９２７９（８番人気）
枠連票数 計 ３１０９３２ 的中 （３－６） ４３８００（１番人気）
普通馬連票数 計１１１５９３４ 的中 �� １５１４５５（１番人気）
馬単票数 計１０２７０１９ 的中 �� ７７８９７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７１２５５ 的中 �� ３０７１０（１番人気）�� ６２１０（１３番人気）�� ４１１４（２０番人気）
３連複票数 計１３８３１７９ 的中 ��� ２８１２０（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３７．１―５０．５―１：０３．５―１：１６．３―１：２８．９―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．１
１
３
９，３（２，８）１１－４（５，１０）６－７，１
９（３，１１）（２，６）８（４，５，１０）１－７

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

勝馬の
紹 介

トラストブラック �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Tejano デビュー ２００５．２．５ 東京１着

２００２．２．２６生 牡５栗 母 ア ム ワ ジ 母母 Thatsallshewrote １７戦３勝 賞金 ２９，３５０，０００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。



０８０４４ ４月１日 晴 良 （１９中山３）第４日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （芝・右・外）

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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

４６ ウエスタンクィーン 牝５黒鹿５５ 内田 博幸西川 賢氏 尾形 充弘 静内 北西牧場 ４４２＋ ２１：３３．９ ３．４�
（大井）

７１１� フェラーリセブン 牡４鹿 ５７ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 愛
Swersky and
Associates and
Orpendale

４８４＋ ２１：３４．１１� ２．３�
５８ 	
 カゼノコウテイ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 門別 槇本牧場 ４３８－１３１：３４．４２ ６９．０�
２２ 	 マイネルパラシオ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 静内 岡田スタツド ４７６± ０ 〃 アタマ ８．８�
８１４	 マイネルスカット 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人 �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 ４９８± ０１：３４．６１� １１．２�
８１３� カシノトーマス 牡５鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 勝雄 ４８４± ０１：３４．７クビ １４５．８�
３４ 	 カゼノユクエ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹喜田 啓照氏 岩城 博俊 門別 本間牧場 ４８２＋ ２ 〃 アタマ ４５．８	
６９ サクラオールイン 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一�さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 ４７０－ ４１：３４．８� １５．４

３３ 
 マヤノレハーナ 牝５栗 ５５ 藤田 伸二田所 英子氏 小笠 倫弘 門別 天羽牧場 ４５４－ ８ 〃 クビ ３５．４�
６１０	 プリンセスイブ 牝５黒鹿５５ 柴田 善臣岡田 隆寛氏 境 征勝 静内 岡田牧場 ４３２± ０１：３５．０ ７．４�
４５ 	 ステラディクオーレ 牡４青鹿５７ 御神本訓史諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４６＋１４１：３５．３２ ４４．８

（大井）

１１ 	� スマートスナイパー 牡４青鹿５７ 後藤 浩輝大川 徹氏 佐々木亜良 静内 高橋 誠次 ４６６＋１２１：３５．６２ １３８．５�
５７ 	 サクラスティリー 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義�さくらコマース勢司 和浩 静内 谷岡牧場 ４４４－ ６１：３５．７ ９７．９�
７１２�
 ユーワビスケット 牡５芦 ５７ 北村 宏司 �ユーワライディング 高市 圭二 米

Patchen Wilkes
Farm, LLC &
Richard Trontz

B５２６－ ４１：３６．５５ ６４．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３０，２８２，４００円 複勝： ３０，９０２，５００円 枠連： ３６，１５８，３００円

普通馬連： １４５，２７８，５００円 馬単： １２１，６６６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，１１３，５００円

３連複： １７０，９４２，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５６８，３４４，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １，０７０円 枠 連（４－７） ４６０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ３，０６０円 �� ２，２４０円

３ 連 複 ��� ７，９９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０２８２４ 的中 � ７０７５７（２番人気）
複勝票数 計 ３０９０２５ 的中 � ６５３１３（２番人気）� ８５７３５（１番人気）� ４３４１（１１番人気）
枠連票数 計 ３６１５８３ 的中 （４－７） ５８６１６（１番人気）
普通馬連票数 計１４５２７８５ 的中 �� ２８２８８２（１番人気）
馬単票数 計１２１６６６８ 的中 �� １０７３７２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３１１３５ 的中 �� ５２５６７（１番人気）�� ２２５６（３３番人気）�� ３１１０（２４番人気）
３連複票数 計１７０９４２２ 的中 ��� １５７９４（２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．１―４６．６―５８．３―１：１０．１―１：２２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．６

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

・（３，５，１４）１３（２，１１）（１，７，１０，１２）（４，６，９）８・（３，５）（１１，１４）（１３，１）（２，６）（４，９）７（８，１０）１２
勝馬の
紹 介

ウエスタンクィーン �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．２．６ 東京５着

２００２．４．９生 牝５黒鹿 母 ウエスタンシャープ 母母 ミュージカルラーク １４戦３勝 賞金 ２７，２３０，０００円
〔制裁〕 カシノトーマス号の騎手千葉直人は，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１００，０００円。
〔３走成績による出走制限〕 ユーワビスケット号は，平成１９年５月１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。



０８０４５ ４月１日 晴 良 （１９中山３）第４日 第９競走 ��２，０００�ミ モ ザ 賞
発走１４時２５分 （芝・右）

牝，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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

８１２� トウカイオスカー 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人内村 正則氏 後藤 由之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２８－ ６２：０２．８ ６．３�

４４ � スマートカスタム 牝３鹿 ５４ 御神本訓史大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B４７８－ ４ 〃 ハナ ３．３�
（大井）

２２ �� ミンティエアー 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義�RRA 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４５８± ０ 〃 クビ ２．２�
６９ � サンアイブライト 牝３鹿 ５４ 江田 照男福島 実氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４８０－ ８２：０２．９クビ １２．５�
５６ � イチゴイチエ 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４２８－ ４２：０３．０� １９．２�
７１０� アルコセニョーラ 牝３黒鹿５４ 池田 鉄平中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４２２－ ４２：０３．２１� １５．６	
７１１ マジックビクトリア 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４３８－ ４２：０３．５２ ２６．０

６８ � エフテーララーヤ 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一深野 茂雄氏 西塚 安夫 えりも 上島牧場 ４２６－ １ 〃 アタマ ７５．６�
１１ � センギョウシュフ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�橋 信博氏 高橋 義博 門別 ヤナガワ牧場 ４２４－ ４２：０３．６� ２０．７�
８１３� ビーアデビル 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎�ミルファーム 保田 一隆 静内 大滝 康晴 ４２４＋ ４２：０３．８１� ２４１．７
４５ ヤマノミライ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊澤村 敏雄氏 加賀 武見 様似 北澤 正則 ４４０＋ ２ 〃 クビ １９９．９�
３３ � ロコロンドン 牝３栗 ５４ 藤田 伸二堤 賢一氏 堀 宣行 門別 下河辺牧場 ４４０－１０２：０３．９� ３２．０�
５７ �	 ハーバルパフューム 牝３栗 ５４ 内田 博幸中島 稔氏 久保 与造 門別 インターナシヨナル牧場 ４３６－ ６２：０４．１１� ３０１．６�

（大井） （大井）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４６，１５２，０００円 複勝： ４８，８５４，４００円 枠連： ４１，２８３，５００円

普通馬連： １９５，６３０，１００円 馬単： １５２，９４６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，２５３，１００円

３連複： １６５，３３６，８００円 ３連単： ４５６，９０１，７００円 計： １，１５０，３５７，８００円

払 戻 金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １８０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（４－８） １，２９０円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� ３，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ３７０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ９００円 ３ 連 単 ��� １０，２５０円

票 数

単勝票数 計 ４６１５２０ 的中 � ５８６１７（３番人気）
複勝票数 計 ４８８５４４ 的中 � ５６０４６（３番人気）� １１１３９４（２番人気）� １２０４７０（１番人気）
枠連票数 計 ４１２８３５ 的中 （４－８） ２３６５１（７番人気）
普通馬連票数 計１９５６３０１ 的中 �� １０７４３７（５番人気）
馬単票数 計１５２９４６２ 的中 �� ３５２５９（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３２５３１ 的中 �� ２１２４６（４番人気）�� ２７３１５（２番人気）�� ６０２３７（１番人気）
３連複票数 計１６５３３６８ 的中 ��� １３７０４３（１番人気）
３連単票数 計４５６９０１７ 的中 ��� ３２９１３（２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．２―３６．８―４９．７―１：０２．９―１：１５．５―１：２７．８―１：３９．４―１：５０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．０
１
３
６，８，１１（３，４）－９，１０（７，２）－（５，１２）（１，１３）
６（８，１１）（３，４）（９，１０）（７，２）（５，１２）１３－１

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

勝馬の
紹 介

�トウカイオスカー �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００６．１２．２ 中山１着

２００４．５．１生 牝３鹿 母 ブリリアントミスト 母母 ミスタイモア ３戦２勝 賞金 １７，３２２，０００円
※出走取消馬 コスモフライハイ号（疾病〔背部フレグモーネ〕のため）
※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１日 晴 良 （１９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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

７１３ トーセンブレイク 牡４鹿 ５７ 横山 典弘島川 �哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９４－１０１：１０．７ ２．０�

５９ �� ワキノカイザー 牡７鹿 ５７ 柴原 央明脇山 良之氏 音無 秀孝 白老 白老ファーム ４５４＋ ６１：１１．１２	 １０．１�
７１４� プ リ ュ ネ ル 牝５黒鹿５５ 秋山真一郎前田 晋二氏 宮本 博 三石 土居 忠吉 ４８６－１６１：１１．２
 １９．５�
３６ ワンダーヴィボ 牡９青鹿５７ 大庭 和弥山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 尾野 一義 ５４２－１０１：１１．３クビ ２１０．７�
８１５� サンダルフォン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５２８－１０１：１１．５１	 ５．９�
２４ � ビッグホワイト 牡５芦 ５７ 後藤 浩輝小林 昌志氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４７８± ０ 〃 ハナ １１．３	
１２ メジロファルカル 牡４鹿 ５７ 北村 宏司メジロ商事
 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ５０２－ ６１：１１．８１
 １８．９�
１１ ヒ カ リ ア イ 牝６黒鹿５５ 江田 照男當山 �則氏 松永 昌博 門別 中川牧場 ４５４± ０１：１１．９	 ４４．２�
５１０�� トーセンザオー 牡７芦 ５７ 藤田 伸二島川 �哉氏 飯田 雄三 新冠 細川農場 ４６２－ ６１：１２．１１ １１．５
３５ � パラダイスリヴァー 牡９鹿 ５７ 小林 淳一 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新冠 柏木 一則 ４９４－ ４ 〃 クビ ２７３．９�
４７ ケイエススプリング 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹キヨシサービス
 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４８０－２０１：１２．５２	 １２３．９�
４８ フォルテピアノ 牝４栗 ５５ 内田 博幸 �キャロットファーム 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８０－ ８１：１２．７１ ８．２�

（大井）

６１２� バロンカラノテガミ 牡７鹿 ５７ 横山 義行千田 幸信氏 阿部 新生 米 Claiborne
Farm ４９８－ ４１：１３．１２	 ３１３．２�

２３ �� リーディングエッジ 牡７鹿 ５７ 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス
 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ５０６－ ６１：１３．２
 １４２．６�

６１１ アイアムアドーター 牝５鹿 ５５ 御神本訓史堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４８８＋１４ 〃 ハナ ３５．１�
（大井）

８１６� ローランジェネルー 牡６鹿 ５７ 柴山 雄一斉藤 敏博氏 畠山 吉宏 英
G. Strawbridge and
London Thorough-
bred Services Ltd

５１２＋ ６１：１３．６２	 １７２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４９，８３２，７００円 複勝： ６１，９９８，５００円 枠連： ６６，４８９，０００円

普通馬連： ３１０，９６１，８００円 馬単： １９８，７２４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ６２，５４７，９００円

３連複： ２４３，１０２，５００円 ３連単： ６６６，５５２，６００円 計： １，６６０，２０９，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � ３２０円 枠 連（５－７） ４８０円

普通馬連 �� １，２９０円 馬 単 �� １，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ６５０円 �� １，８９０円

３ 連 複 ��� ５，１６０円 ３ 連 単 ��� １６，２９０円

票 数

単勝票数 計 ４９８３２７ 的中 � ２０１３７９（１番人気）
複勝票数 計 ６１９９８５ 的中 � １８４５７１（１番人気）� ６３９９０（３番人気）� ３７９７６（７番人気）
枠連票数 計 ６６４８９０ 的中 （５－７） １０４１４１（１番人気）
普通馬連票数 計３１０９６１８ 的中 �� １７８４５６（４番人気）
馬単票数 計１９８７２４２ 的中 �� ８１８７４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６２５４７９ 的中 �� ３６７４２（４番人気）�� ２４０６７（６番人気）�� ７５６２（２４番人気）
３連複票数 計２４３１０２５ 的中 ��� ３４８２９（１８番人気）
３連単票数 計６６６５５２６ 的中 ��� ３０２０２（４０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．２―１１．７―１２．０―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３３．９―４５．６―５７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．８
３ ・（１３，１４，１５）（２，３，７）（１２，１６）（１，６）（９，１０）（４，８，１１）５ ４ ・（１３，１４，１５）－（２，３）（６，７）（１２，１６）（９，１０）（１，４）－（５，８，１１）

勝馬の
紹 介

トーセンブレイク �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Afleet デビュー ２００６．２．２５ 中山２着

２００３．３．１５生 牡４鹿 母 フライトオブエンジェルス 母母 Intently １０戦４勝 賞金 ５４，９８５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 イアラユーラシア号・ウエスタンビーナス号・ウォーターオーレ号・スターオブニルス号・スナークタイガー号・

セトノシェーバー号・チアズヒカリ号・ナトゥーア号・ナリタフロンテアー号・ノーザンキッズ号・ビッグジェム号・
マチカネモエギ号・レソナル号

※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１日 晴 良 （１９中山３）第４日 第１１競走 ��
��１，６００�第３９回ダービー卿チャレンジトロフィー（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）

４歳以上，１８．４．１以降１９．３．２５まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
ダービー卿チャレンジトロフィー（１着）

賞 品
本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００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

６１０� ピカレスクコート 牡５鹿 ５５ 秋山真一郎金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 浦河 岡崎牧場 ４９４－ ８１：３３．１ １５．７�

２３ � コ イ ウ タ 牝４栃栗５３ 松岡 正海�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６２－１０１：３３．４１� ２８．３�
１１ � マイネルハーティー 牡５青鹿５４ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 鵡川 市川牧場 ４９０－ ２１：３３．５	 ３３．４�
２２ サイレントプライド 牡４栗 ５５ 後藤 浩輝 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４７８－１２ 〃 クビ ６．９�
６１１ ブラックカフェ 牡７青鹿５４ 柴山 雄一西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４８８－ ６１：３３．６クビ ２８．８�
４７ デアリングハート 牝５栃栗５５ 藤田 伸二 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４３４＋ ６１：３３．７	 １１．６	
７１３� ダンスインザモア 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義木浪 巖氏 相沢 郁 静内 西川富岡牧場 ５０６－ ６ 〃 ハナ ２．５

５８ インセンティブガイ 牡６鹿 ５６ 横山 典弘齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６４－ ４ 〃 クビ ８．７�
３５ � ウインクリューガー 牡７栗 ５６ 勝浦 正樹�ウイン 松元 茂樹 静内 橋本牧場 ４９４＋ ６１：３３．８クビ １００．０�
３４ 
 ダイワバンディット 牡６鹿 ５６ 柴田 善臣大城 敬三氏 増沢 末夫 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ４９８－ ４１：３４．０１� ６８．３
７１２�� ロ ジ ッ ク 牡４黒鹿５６ 内田 博幸前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 武田 修一 ４９８－１２ 〃 クビ ６．４�

（大井）

８１５ ニシノデュー 牡６青鹿５３ 吉田 豊西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 B４８２－ ８１：３４．１	 １９．０�
５９ グレイトジャーニー 牡６黒鹿５６ 御神本訓史 �ノースヒルズマネ

ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６８± ０ 〃 クビ １０．９�
（大井）

８１４� ローマンエンパイア 牡８黒鹿５６ 北村 宏司�ターフ・スポート坂本 勝美 浦河 中島牧場 ５２８＋２４１：３４．５２	 ７９．８�
４６ ロイヤルキャンサー 牡９栗 ５３ 江田 照男井澤 健氏 森 秀行 門別 三城牧場 ４５８－ ８１：３５．１３	 １８６．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１９，１７４，３００円 複勝： １６１，５１７，７００円 枠連： １９１，９５１，７００円

普通馬連： １，０３４，３３７，１００円 馬単： ６１３，４７６，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９０，６５７，５００円

３連複： ９０６，６９６，６００円 ３連単： ２，１６７，９９３，０００円 計： ５，３８５，８０３，９００円

払 戻 金

単 勝 � １，５７０円 複 勝 � ４７０円 � ７４０円 � １，０００円 枠 連（２－６） １，９４０円

普通馬連 �� １２，５３０円 馬 単 �� ２０，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３２０円 �� ６，３９０円 �� ８，４４０円

３ 連 複 ��� １０９，３２０円 ３ 連 単 ��� ４１０，５７０円

票 数

単勝票数 計１１９１７４３ 的中 � ６０１９５（７番人気）
複勝票数 計１６１５１７７ 的中 � ９７３０２（７番人気）� ５７０５２（１０番人気）� ４０９９６（１１番人気）
枠連票数 計１９１９５１７ 的中 （２－６） ７３１５９（９番人気）
普通馬連票数 計１０３４３３７１ 的中 �� ６０９２９（４４番人気）
馬単票数 計６１３４７６０ 的中 �� ２２２８１（７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９０６５７５ 的中 �� １４２６５（４１番人気）�� ７３３０（５６番人気）�� ５５２９（６４番人気）
３連複票数 計９０６６９６６ 的中 ��� ６１２１（２０５番人気）
３連単票数 計２１６７９９３０ 的中 ��� ３８９７（９３７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．１―１１．２―１１．５―１１．６―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３５．０―４６．２―５７．７―１：０９．３―１：２１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３５．４

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

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

�ピカレスクコート �
�
父 ジェイドロバリー �

�
母父 コリムスキー デビュー ２００４．９．２０ 阪神３着

２００２．３．１０生 牡５鹿 母 フジノタカコマチ 母母 コビナタヒメ ２２戦６勝 賞金 １３４，４９７，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 ロイヤルキャンサー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※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。



０８０４８ ４月１日 晴 良 （１９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１０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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

４８ チョウカイミッキー 牡７鹿 ５７ 北村 宏司�平田牧場 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４８０－ ４１：１１．８ ３０．３�

１２ � ファインセンテンス 牡４栗 ５７ 横山 典弘前田 幸治氏 和田 正道 米 M. LaDona
Hudson ５２４－ ２１：１２．０１� ３．７�

７１４	 トーセンラヴ 牡５黒鹿５７ 御神本訓史島川 �哉氏 斎藤 宏 三石 仲野牧場 ４６８－ ６ 〃 アタマ ２６．３�
（大井）

５９ グローバルボンバー 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４８０－ ４１：１２．２１ １１．９�
６１２
 ヤマノルドルフ 牡６栗 ５７ 松岡 正海澤村 敏雄氏 相沢 郁 様似 北澤 正則 B５６２－１０１：１２．３� ２２．６�
４７ カフェリバティー 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣西川 光一氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム ５２８－２４ 〃 クビ １０．３	
５１０
 イチライタッチ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人市来 静夫氏 天間 昭一 浦河 鈴木 武蔵 ４９０－ ６１：１２．４クビ １０．５

２４ シルクエレメント 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人有限会社シルク谷原 義明 新冠 早田牧場新

冠支場 B５０２－ ２１：１２．６１� ３０．４�
３５ トーセンエックス 牡４栗 ５７ 蛯名 正義島川 �哉氏 後藤 由之 静内 岡田スタツド ４７４－ ８ 〃 クビ ２２．５�
８１６ ピサノヨシツネ 牡５栗 ５７ 藤田 伸二市川 義美氏 河野 通文 新冠 松浦牧場 ５０４－ ２１：１２．７� ２．３
８１５
 マリットチャージ ７黒鹿５７ 小林 淳一 �社台レースホース中野 隆良 白老 白老ファーム ４５４＋ ２１：１３．３３� １６５．８�
１１ ウ セ ル 牡８鹿 ５７ 江田 照男�萩本企画 鈴木 勝美 新冠 隆栄牧場 ５０８－ ８１：１３．４クビ １７５．６�
２３ 	� マ ル タ ラ ヴ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹松浦 太郎氏 鈴木 勝美 新冠 村上牧場 ４５０＋ ６ 〃 アタマ ２３．８�
６１１	 スペシャルストック 牡８鹿 ５７ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 様似 堀 利則 ５３０－ ８１：１３．８２� ７５．２�
３６ � リネンセブン ７鹿 ５７ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 門別 森永ファーム ５２８－ ８１：１４．０１ ２６７．２�

（１５頭）
７１３ マグネティックマン 牡７青鹿５７ 内田 博幸�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 ミルファーム ４６８－ ４ （競走除外）

（大井）

売 得 金

単勝： ４５，０５０，３００円 複勝： ５６，８９５，４００円 枠連： ７４，１５６，６００円

普通馬連： ２５４，６０８，１００円 馬単： １７２，８７２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，９７４，１００円

３連複： ２０７，７５６，５００円 ３連単： ５２８，０４４，９００円 計： １，３９９，３５８，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３，０３０円 複 勝 � ４４０円 � １８０円 � ５２０円 枠 連（１－４） １，４３０円

普通馬連 �� ４，１９０円 馬 単 �� １１，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３５０円 �� ５，３７０円 �� １，６６０円

３ 連 複 ��� ２８，９１０円 ３ 連 単 ��� １８６，２８０円

票 数

単勝票数 差引計 ４５０５０３（返還計 ７００１） 的中 � １１７５２（１０番人気）
複勝票数 差引計 ５６８９５４（返還計 １２９０９） 的中 � ３０００９（６番人気）� １０７７４３（２番人気）� ２５００７（７番人気）
枠連票数 差引計 ７４１５６６（返還計 ２９０８） 的中 （１－４） ３８４０６（５番人気）
普通馬連票数 差引計２５４６０８１（返還計１４０４１８） 的中 �� ４４９２８（１８番人気）
馬単票数 差引計１７２８７２６（返還計 ９６４８０） 的中 �� １０９０６（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５９９７４１（返還計 ３８３２９） 的中 �� １１１８８（１５番人気）�� ２６８２（５４番人気）�� ８９５０（２０番人気）
３連複票数 差引計２０７７５６５（返還計２１２１１１） 的中 ��� ５３０５（９６番人気）
３連単票数 差引計５２８０４４９（返還計５５３３６０） 的中 ��� ２０９２（５３４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．４―１２．０―１２．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．２―４６．２―５８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．６
３ ２（１１，１２，１６）８，１０，１４（４，１５，７）－９（１，５，６）３ ４ ２（１１，１２）（８，１６）１４（１０，１５，７）４，９（１，５）－３，６

勝馬の
紹 介

チョウカイミッキー �
�
父 ウォーニング �

�
母父 ランズダーン デビュー ２００２．１１．３０ 中山２着

２０００．４．１８生 牡７鹿 母 フェイムオブラス 母母 マンジユデンスター ３０戦４勝 賞金 ５４，７５０，０００円
〔競走除外〕 マグネティックマン号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 イチライタッチ号の騎手千葉直人は，最後の直線コースでの御法（内柵に接触した）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。
（非当選馬） ２頭 トワイニングイモン号・マヤノダズラー号
※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。



（１９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 １６７頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２４７，０１０，０００円
３，３６０，０００円
２３，３８０，０００円
２６０，０００円
１，８９０，０００円
２５，８６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，３９７，５００円
５，２７１，８００円
１，６８６，７００円

勝馬投票券売得金
４６１，２１８，１００円
５２４，５５２，７００円
６０６，５８４，３００円
２，５９４，８５９，３００円
１，９５９，２０９，２００円
５６６，６０４，１００円
２，５９８，３０６，７００円
３，８１９，４９２，２００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 １３，１３０，８２６，６００円

総入場人員 ３６，８５２名 （有料入場人員 ３４，０７１名）




