
０８０３７ ４月６日 晴 良 （２０中山３）第４日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１４ シルクパナシア 牡３鹿 ５６ 内田 博幸有限会社シルク鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 B４５６－ ２１：５５．８ ２．０�

２３ ナイスラッキー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊戸部 洋氏 谷原 義明 三石 元茂牧場 ５１６＋ ２１：５６．６５ ６．１�
６１０ コアグリーン 牡３鹿 ５６

５３ ▲三浦 皇成斎藤 光政氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４７０＋ ６１：５６．７クビ ４５．８�
７１２ アンブロークン 牡３青鹿５６ 鷹野 宏史広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 B４６６± ０１：５６．８� ５５．６�
５９ マイネルスカイハイ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 村上 雅規 ４８２± ０ 〃 アタマ ７９．６�
６１１ マコトボムケッチ 牡３芦 ５６ 蛯名 正義眞壁 明氏 武市 康男 様似 出口 繁夫 ４９０＋ ２１：５７．８６ ６．６�
５８ ハクバドウジ 牡３芦 ５６ 田中 剛	ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 ５１６－ ４１：５８．０１� １４．７

４６ エプソムダーク 牡３黒鹿５６ 村田 一誠 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 的場 均 門別 浜本牧場 B５００ ―１：５８．３１� １９．９�
７１３ ダイワチェイサー 牡３青 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 門別 出口牧場 B４７４－ ４ 〃 ハナ ３３．５�
８１５ ツクバエリザベス 牝３栗 ５４ 菊沢 隆徳荻原 昭二氏 戸田 博文 三石 佐藤 陽一 ４８２－ ６１：５８．７２� ７．０
１１ サンデーチャリティ 牡３青鹿５６ 田面木博公水谷八重子氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４２８± ０１：５９．４４ ２９４．９�
３５ スマートサプライズ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二大川 徹氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５９２ ― 〃 アタマ １３．８�
３４ シ ロ ッ ポ 牝３芦 ５４ 大庭 和弥海谷 幸司氏 高橋 義博 様似 能登ファーム ３８６± ０１：５９．５� １３３．９�
２２ ケージーグラス 牝３栗 ５４ 宗像 徹川井 五郎氏 水野 貴広 三石 松本牧場 ５００ ―１：５９．６� ２１１．９�
４７ ファイナルクロス 牡３黒鹿５６ 池田 鉄平鳴田 啓志氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４８４＋ ４２：０２．２大差 ４００．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，１６８，１００円 複勝： ３３，０６６，１００円 枠連： ２４，０１６，５００円

普通馬連： ８４，５６３，６００円 馬単： ８１，０７２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５１４，１００円

３連複： １１８，７２４，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３８７，１２６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ９２０円 枠 連（２－８） ３８０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １，６００円 �� ２，５５０円

３ 連 複 ��� ７，１１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０１６８１ 的中 � ８２２０４（１番人気）
複勝票数 計 ３３０６６１ 的中 � １３５７１７（１番人気）� ４２８８７（２番人気）� ４９６７（９番人気）
枠連票数 計 ２４０１６５ 的中 （２－８） ４７０４８（１番人気）
普通馬連票数 計 ８４５６３６ 的中 �� １１３８４０（１番人気）
馬単票数 計 ８１０７２９ 的中 �� ６９４２７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５１４１ 的中 �� ２７９２０（１番人気）�� ３５７８（２０番人気）�� ２２０１（３０番人気）
３連複票数 計１１８７２４８ 的中 ��� １２３３９（２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．２―３８．５―５１．８―１：０４．１―１：１６．３―１：２９．０―１：４２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．５
１
３

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

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

シルクパナシア �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ア ス ワ ン デビュー ２００７．８．１２ 札幌５着

２００５．３．１６生 牡３鹿 母 ス ニ ー カ ー 母母 クリスタルシユーズ ８戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファイナルクロス号は，平成２０年６月６日まで平地競走に出走できない。



０８０３８ ４月６日 晴 良 （２０中山３）第４日 第２競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

若手騎手，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

８１６ マッシュアップ 牡３栗 ５６
５３ ▲三浦 皇成 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４３８－ ２１：１３．５ ２．９�

８１５ スイートグラーツ 牝３鹿 ５４
５３ ☆田中 博康和田 啓子氏 高橋 祥泰 門別 シンボリ牧場 ４１０± ０１：１３．８１� ５．８�

４８ コアレスルドルフ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信小林 昌志氏 成島 英春 門別 原田牧場 ４５０＋ ６１：１４．２２� ３９．１�
２３ アイビスデージー 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥臼倉 勲氏 田中 清隆 三石 タガミファーム ４５８＋ ４１：１４．３� ４．５�
６１２ レ オ バ ベ ル 牡３栗 ５６ 五十嵐雄祐�レオ 田子 冬樹 浦河 江谷 重雄 B４９４± ０１：１４．７２� ４５．９�
５１０ カンタベリービート 牝３栗 ５４

５１ ▲千葉 直人峰 哲馬氏 鈴木 勝美 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４８６＋ ４ 〃 ハナ １８．２�

１２ ソフィアクィン 牝３鹿 ５４ 小島 太一浦新 �司氏 小林 常泰 門別 浦新 徳司 ４６２－ ６ 〃 ハナ ３２５．４	
１１ テンエイファルコン 牡３栗 ５６

５３ ▲丸田 恭介熊坂富寿雄氏 宗像 義忠 福島 農事組合法人
天栄牧場 ４５８＋２２１：１４．８クビ ９０．７


７１４ ルグランコンデ �３栗 ５６ 南田 雅昭 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 後藤 由之 三石 城地 清満 ４９８－１０１：１５．０１� １９１．６�

２４ ケイエムチャンス 牡３栗 ５６
５３ ▲宮崎 北斗小平 学氏 矢野 照正 門別 高橋牧場 ４６４－ ６１：１５．１� １８．８�

６１１ オンザサニーサイド 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム ４４８＋ ２１：１５．３１ ３．６�
５９ スマートプログレス 牡３鹿 ５６

５５ ☆的場 勇人大川 徹氏 栗田 博憲 門別 野島牧場 ４７８ ―１：１５．４� ７６．２�
３６ ラヴマリッジ 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真 社台レースホース鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４７４－ ４１：１５．６１� ３５．１�
７１３ カシノリボン 牝３栗 ５４ 佐藤 聖也柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山牧場 ４５４－１２ 〃 クビ ５２．９�
４７ セイウンダイチ 牡３芦 ５６

５３ ▲池崎 祐介西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 競優牧場 ４３８－ ８１：１５．９１� ２８３．２�
３５ カ イ ゼ ン 牡３黒鹿５６ 加藤士津八和田牧場 和田 正道 静内 及川 麻吉 ４６４－ ２１：１６．５３� ２３４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０４１，２００円 複勝： ２７，９１４，７００円 枠連： ２６，３９６，０００円

普通馬連： ８２，８９５，１００円 馬単： ８２，００６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，２５０，７００円

３連複： １２６，７００，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３９０，２０５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ６４０円 枠 連（８－８） ８４０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� １，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １，５４０円 �� ２，２４０円

３ 連 複 ��� ７，８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８０４１２ 的中 � ４９７４０（１番人気）
複勝票数 計 ２７９１４７ 的中 � ６９０６３（１番人気）� ３９７１３（４番人気）� ７９６６（８番人気）
枠連票数 計 ２６３９６０ 的中 （８－８） ２３３１７（４番人気）
普通馬連票数 計 ８２８９５１ 的中 �� ７０２４１（４番人気）
馬単票数 計 ８２００６７ 的中 �� ４２６７１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６２５０７ 的中 �� １７２８６（５番人気）�� ４００３（１５番人気）�� ２７１５（２４番人気）
３連複票数 計１２６７００７ 的中 ��� １１９７６（２５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．６―１２．１―１２．８―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．１―３４．７―４６．８―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マッシュアップ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．７．１ 福島６着

２００５．３．１３生 牡３栗 母 グレースアサシー 母母 ダイナアサシー ９戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 サマーグロリアス号・ストロングアクシス号
（非抽選馬） １頭 アクトレスシチー号



０８０３９ ４月６日 晴 良 （２０中山３）第４日 第３競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

１１ カ カ ロ ッ ト 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 粕谷 昌央 門別 サンバマウン
テンファーム ５０４－ ２１：５６．６ ４．１�

７１１ マイネルフォルザ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 惣田 英幸 ４９０± ０１：５６．７� ５．９�

８１３ スガノゴールド 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次菅原光太郎氏 松永 康利 静内 グランド牧場 ４５４± ０１：５７．０１� １９．６�
７１０ ストロングコマンド 牡３鹿 ５６ 北村 宏司村木 篤氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 B４５８－１４１：５７．１� ２４．６�
６９ � セピアエスプレッソ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸藤田与志男氏 斎藤 誠 米 Yoshio Fujita ４５４＋ ２ 〃 アタマ ２．１�
２２ ア イ ノ カ ゼ 牡３鹿 ５６ 土谷 智紀丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ４６６± ０１：５７．２� １５．３�
３３ マイネルブリス 牡３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 国中 一男 ４７０－ ８１：５８．０５ ３２．９	

５６ ヒラボクスマイル 牡３栗 ５６ 柴田 善臣�平田牧場 中野 隆良 浦河 大島牧場 ４９８－ ６１：５８．１クビ １０７．７

５７ トウショウスケール 牡３黒鹿５６ 武士沢友治トウショウ産業� 柴田 政人 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５５６－ ８１：５８．３１� ２６５．５�
８１２ マダトモウドッチ 牡３栗 ５６ 中舘 英二�有恒 小林 常泰 青森 ユーコー牧場 ４５８＋ ４１：５８．５１� ２２７．５�
４５ � バイロンシチー 牡３鹿 ５４ 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 豪 St Aubins Scone

Partnership ４６８＋ ８１：５９．１３� ２１．２
６８ カネスアスラン 牡３黒鹿５６ 小野 次郎杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 大江牧場 B４５２－ ６２：００．３７ １３．２�
４４ キングスボネット 牡３芦 ５６ 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４９２－ ４２：０１．２５ ４５．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２４，３９０，５００円 複勝： ３６，７２３，１００円 枠連： ２４，５２４，４００円

普通馬連： ９７，９７９，７００円 馬単： ９８，７７３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，３６６，５００円

３連複： １４４，９０６，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４５６，６６４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １８０円 � ２１０円 � ３８０円 枠 連（１－７） １，１５０円

普通馬連 �� １，５３０円 馬 単 �� ２，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ９１０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ５，６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４３９０５ 的中 � ４７６５５（２番人気）
複勝票数 計 ３６７２３１ 的中 � ６５４２８（２番人気）� ４７３３１（３番人気）� ２０９５０（５番人気）
枠連票数 計 ２４５２４４ 的中 （１－７） １５８６１（６番人気）
普通馬連票数 計 ９７９７９７ 的中 �� ４７２９７（５番人気）
馬単票数 計 ９８７７３２ 的中 �� ２６５６４（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９３６６５ 的中 �� １３８６５（５番人気）�� ７８１９（１０番人気）�� ７２５８（１１番人気）
３連複票数 計１４４９０６６ 的中 ��� １８９５１（１８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．５―１３．０―１２．７―１２．９―１３．７―１３．８―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３６．５―４９．５―１：０２．２―１：１５．１―１：２８．８―１：４２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５４．４―３F４１．５
１
３
８－４－９，２，１１，１３（７，１０）（６，１２）－１，３－５
８－９（４，１３，１１）（２，１０）－（６，７）（１２，１）（５，３）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

カ カ ロ ッ ト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Scenic デビュー ２００８．３．１６ 中山５着

２００５．２．１６生 牡３鹿 母 カジノエース 母母 Aces Full ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円



０８０４０ ４月６日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０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

３４ エプソムフォルテ 牡５黒鹿６０ 江田 勇亮 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 岩城 博俊 門別 浜本牧場 ４６０－ ４３：１４．５ １２．６�

４５ カズノダンシング 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦�中山牧場 杉浦 宏昭 浦河 中山牧場 ４９２－ ４３：１５．０３ １１．２�
７１１ ロードフラッグ �１１鹿 ６０ 横山 義行 �ロードホースクラブ 伊藤 正徳 新冠 守矢牧場 ４９２－ ４３：１５．２１� １．４�
５８ ス タ ッ テ ン 牡５鹿 ６０ 柴田 大知松平 正樹氏 高松 邦男 門別 山際 辰夫 ４８２＋ ８３：１６．０５ ８８．５�
４６ デリジェントハート 牝４鹿 ５７ 大庭 和弥大井田 修氏 本間 忍 三石 前川 正美 ４３６＋ ２３：１６．５３ ７．２�
５７ マイネルテアトロン 牡４鹿 ５９ 宗像 徹 �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 ５３４－ ２３：１６．６� ２３．９	
８１３� クロタラリア 牝５黒鹿５８ 五十嵐雄祐井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４８８＋ ６３：１７．１３ ３８．６

２２ ロードウィズダム 牡６鹿 ６０ 鈴木 慶太 �ロードホースクラブ 高木 登 森 笹川大晃牧場 ４９８＋１２３：１７．７３� ２２．６�
３３ マジックキングダム �４鹿 ５９ 蓑島 靖典 �ユートピア牧場 高橋 義博 静内 ユートピア牧場 ４６８－ ２３：１８．３３� １８４．８�
８１４ ヤマニンエレメント 牡４鹿 ５９ 田中 剛土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ５４０± ０３：１８．５１� ８５．４
７１２ プラネタリウム �４鹿 ５９ 高野 和馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４９２－ ２３：１９．４５ １５９．４�
６９ ジャスミンフレイズ 牝５鹿 ５８ 石神 深一内藤 好江氏 高木 登 青森 オオタ牧場 ４９２＋ ８３：１９．７１� １６２．０�
１１ コスモラブシック 牡９鹿 ６０ 矢原 洋一オールラブクラブ 沢 峰次 浦河 南部 功 ５０４－ ４３：２０．１２� ３５．７�
６１０� トーアラストペニー 牡４栗 ５９ 浜野谷憲尚東亜駿馬� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ４９４－ １３：２４．０大差 ４３．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，３１７，５００円 複勝： ３６，０３４，４００円 枠連： ２６，８２７，０００円

普通馬連： ７０，８０７，５００円 馬単： ８８，８１８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３６５，１００円

３連複： １２６，６８３，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３９３，８５３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２６０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � １１０円 枠 連（３－４） １，２２０円

普通馬連 �� ２，５７０円 馬 単 �� ６，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ２７０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１３１７５ 的中 � １３３３９（４番人気）
複勝票数 計 ３６０３４４ 的中 � ３０２２９（３番人気）� ２７３８６（４番人気）� ２２９４５１（１番人気）
枠連票数 計 ２６８２７０ 的中 （３－４） １６２４６（４番人気）
普通馬連票数 計 ７０８０７５ 的中 �� ２０３８４（１１番人気）
馬単票数 計 ８８８１８０ 的中 �� １０１７９（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３６５１ 的中 �� ９８８４（６番人気）�� ２２９９９（２番人気）�� １９８４０（３番人気）
３連複票数 計１２６６８３７ 的中 ��� ８８９９４（３番人気）

上り １マイル １：４８．６ ４F ５２．３－３F ３８．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エプソムフォルテ �
�
父 エ リ シ オ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００５．１０．３０ 京都９着

２００３．３．２６生 牡５黒鹿 母 エプソムジョーオー 母母 エプソムガール 障害：１８戦１勝 賞金 ２５，５００，０００円
〔制裁〕 ロードフラッグ号の騎手横山義行は，１周目３号障害を外側に斜飛したことについて過怠金１０，０００円。

ヤマニンエレメント号の騎手田中剛は，１周目３号障害を内側に斜飛したことについて戒告。



０８０４１ ４月６日 晴 良 （２０中山３）第４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

５８ リノーンルーラー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 北星村田牧場 ４７６－ ２１：５０．６ ４．２�

７１２ レッズフィールド 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝中山 芳樹氏 伊藤 正徳 門別 下河辺牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ １．８�
７１３ コンベンション 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ノースヒルズマネ

ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８－ ２１：５０．９２ ４．９�
８１４ シンセサイザー 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一 �キャロットファーム 畠山 吉宏 早来 ノーザンファーム ４３８－ ２１：５１．４３ １１．６�
１１ ジェイケイクリス 牝３鹿 ５４ 田中 勝春小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４４２－１０１：５１．６１� １０４．８�
８１５ リアルハヤテ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 静内 井高牧場 ４２６－ ８ 〃 クビ ２８．０�
４６ ニシノプトゥリ 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康西山 茂行氏 尾形 充弘 鵡川 西山牧場 ４４２＋ ６１：５１．７クビ １１９．２	
６１０ カラヒサール 牡３栗 ５６ 藤田 伸二石瀬 浩三氏 清水 英克 門別 高山牧場 ４４６＋ ８１：５１．９１� ５７．８

５９ サニースティーヴ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４８６＋１０１：５２．０クビ ２６９．７�
３４ オーシャンブリーズ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一臼田 浩義氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７８＋１８１：５２．１� ２８．３�
３５ エイユープレミアム 牡３青 ５６ 勝浦 正樹笹部 和子氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ５１８－１０ 〃 クビ ２８．６
４７ カーネルインチーフ 牡３黒鹿５６ 鷹野 宏史 �サンデーレーシング 堀 宣行 門別 中前 義隆 ４２６ ―１：５２．２クビ １８５．２�
６１１ マルタカスカイ 牡３栗 ５６ 小林 淳一高橋 義和氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４３８－１０１：５２．４１� ２４３．６�
２３ メジロベルリオーズ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺 メジロ牧場 B５１４ ―１：５２．５� １０５．３�
２２ レイヤードモチーフ 牝３青 ５４ 菊沢 隆徳�下河辺牧場 戸田 博文 門別 下河辺牧場 ４０４ ―１：５２．９２� ３１３．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，５５９，０００円 複勝： ５７，６９０，４００円 枠連： ３１，７９５，５００円

普通馬連： １０２，０４９，６００円 馬単： １２１，０３４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，９７２，７００円

３連複： １５８，８７０，９００円 ３連単： 発売なし 計： ５３０，９７２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（５－７） ２８０円

普通馬連 �� ３５０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ２７０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ４５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５５５９０ 的中 � ４８２３７（２番人気）
複勝票数 計 ５７６９０４ 的中 � ７７６２０（２番人気）� ３４７８４８（１番人気）� ６０４９８（３番人気）
枠連票数 計 ３１７９５５ 的中 （５－７） ８６１７２（１番人気）
普通馬連票数 計１０２０４９６ 的中 �� ２１９６３１（１番人気）
馬単票数 計１２１０３４４ 的中 �� １００５５０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３９７２７ 的中 �� ８０２２０（１番人気）�� ２３２５８（３番人気）�� ５１０３６（２番人気）
３連複票数 計１５８８７０９ 的中 ��� ２６３６６９（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．１―３７．６―５０．７―１：０３．２―１：１５．８―１：２７．２―１：３８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

リノーンルーラー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Halo デビュー ２００７．１１．１１ 東京２着

２００５．３．１生 牡３鹿 母 ヘイローブライトン 母母 Deckpaws ５戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ブランデンブルグ号・マジックロード号・リンガスフラッグ号



０８０４２ ４月６日 晴 良 （２０中山３）第４日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

３３ � メ ス ナ ー 牡３芦 ５６ 福永 祐一岡田 繁幸氏 稲葉 隆一 門別 旭 牧場 ４４２＋ ２１：３４．２ ８．２�

５６ カヴァリーノ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B４９８± ０１：３４．６２� ２．７�
４４ スパイオブラヴ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣首藤 徳氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４６２－ ６１：３４．８１� １５２．４�
７１０ コスモポッケ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４４４－ ２１：３４．９� ８．６�
８１１ エイブルベガ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ４９６－ ６１：３５．１１� ２．２�
７９ マイネルポンピオン 牡３芦 ５６ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B４５０－ ２１：３５．２� ４４．０	
６７ ダイワアンリ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春大城 敬三氏 上原 博之 静内 千代田牧場 ４８４－ ６ 〃 ハナ １０３．９

８１２ ニシノシュテルン 牡３鹿 ５６

５３ ▲三浦 皇成西山 茂行氏 河野 通文 鵡川 西山牧場 ４７６－ ２１：３５．３� １６．６�
５５ ヘヴンリークルーズ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４２８－１８ 〃 ハナ ２５．５�
６８ ネバーグレイス 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司岡田 隆寛氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４７８± ０１：３５．８３ ２８７．１
２２ ナリタアタッカー 牡３鹿 ５６

５５ ☆的場 勇人�オースミ 的場 均 新冠 的場牧場 ４８４－ ２１：３５．９� ６２．６�
１１ マルタカラッキー 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人高橋 義和氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ４５６－ ６１：３６．０� ３１．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３４，１７０，９００円 複勝： ４２，７１１，２００円 枠連： ２８，０１９，３００円

普通馬連： １３１，８１１，８００円 馬単： １３４，１５０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，３３６，７００円

３連複： １６６，８９２，４００円 ３連単： 発売なし 計： ５７３，０９２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２５０円 � １５０円 � ２，１９０円 枠 連（３－５） ９９０円

普通馬連 �� １，１６０円 馬 単 �� ２，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ８，０８０円 �� ４，３７０円

３ 連 複 ��� ３８，３５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３４１７０９ 的中 � ３３２００（３番人気）
複勝票数 計 ４２７１１２ 的中 � ４３４００（４番人気）� １０５９９１（２番人気）� ３５３９（１１番人気）
枠連票数 計 ２８０１９３ 的中 （３－５） ２０９９９（５番人気）
普通馬連票数 計１３１８１１８ 的中 �� ８４２１０（５番人気）
馬単票数 計１３４１５０６ 的中 �� ３３６９８（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５３３６７ 的中 �� ２１１３８（４番人気）�� １０１３（４４番人気）�� １８８９（３４番人気）
３連複票数 計１６６８９２４ 的中 ��� ３２１２（６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．５―３４．５―４６．１―５７．９―１：０９．７―１：２１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３６．３

３ ・（１，９）６（２，５，１１，１２）１０，８（７，３）４
２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�メ ス ナ ー �
�
父 ロ サ ー ド �

�
母父 ブラックタイアフェアー

２００５．３．１４生 牡３芦 母 キャニオンステラ 母母 ステラビアンカ ９戦１勝 賞金 １６，４９５，０００円
地方デビュー ２００７．５．１６ 門別

〔制裁〕 マイネルポンピオン号の騎手大野拓弥は，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。



０８０４３ ４月６日 晴 良 （２０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）

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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７９ レ ツ ィ ー ナ 牝４黒鹿５５ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 門別 谷川畜産 ４４８－ ４１：５６．１ ５．９�

５５ サニーラブカフェ 牝４鹿 ５５ 吉永 護西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４８８± ０１：５６．３１� ６．０�
２２ ナンヨーウエスト 牝４鹿 ５５ 田中 勝春中村 �也氏 柴田 政人 浦河 梅田牧場 ４４６± ０１：５６．５１ ４．４�
４４ フジファレノプシス 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４５４＋ ２１：５６．６� ３２．６�
６７ � ラードロアーム 牝４栗 ５５ 安藤 光彰村中 徳広氏 伊藤 伸一 静内 静内フアーム ４６２＋ ４１：５６．８� １７．５�
３３ � ライトモーション 牝５鹿 ５５

５２ ▲黛 弘人柳橋 俊昭氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４２４＋１０１：５６．９� ４６．３�
６６ シーズアレディ 牝４鹿 ５５

５４ ☆田中 博康�ミルファーム 天間 昭一 浦河 ミルファーム ４７０＋ ８１：５７．１１� ６４．１	
７８ � ダイワラベンダー 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義大城 敬三氏 田中 清隆 門別 下河辺牧場 B４８４－２４１：５７．２� ８．３

８１０ タケデンタンゴ 牝５青 ５５ 高橋 智大武市 弘氏 田子 冬樹 浦河 安藤牧場 ４６４－ ８１：５７．５２ ２．４�
１１ ヨイチトレジャー 牝５鹿 ５５ 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 鮫川 啓一 B４５０－ ４１：５７．７１� ６１．４�
８１１� オードリーローズ 牝５鹿 ５５

５４ ☆的場 勇人�小林牧場 高橋 祥泰 浦河 浦河小林牧場 ４２８－１２１：５８．７６ １３４．０

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２１，７２０，９００円 複勝： ２５，６０１，５００円 枠連： ２４，５７４，２００円

普通馬連： １０２，８４６，３００円 馬単： １０３，９３３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１３３，８００円

３連複： １３３，６４０，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４３６，４５１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １７０円 � １７０円 � １５０円 枠 連（５－７） ９１０円

普通馬連 �� １，５００円 馬 単 �� ２，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ４１０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１７２０９ 的中 � ２９１２７（３番人気）
複勝票数 計 ２５６０１５ 的中 � ３９２５７（４番人気）� ４０２７８（３番人気）� ５１４１３（２番人気）
枠連票数 計 ２４５７４２ 的中 （５－７） ２００６７（５番人気）
普通馬連票数 計１０２８４６３ 的中 �� ５０８４６（７番人気）
馬単票数 計１０３９３３８ 的中 �� ２６２２６（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１３３８ 的中 �� １２３０５（７番人気）�� １４７５９（５番人気）�� １５６４９（４番人気）
３連複票数 計１３３６４０８ 的中 ��� ６２４２２（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．２―３７．４―５０．８―１：０３．９―１：１６．８―１：２９．４―１：４２．３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

レ ツ ィ ー ナ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００６．１１．２５ 東京１着

２００４．４．３生 牝４黒鹿 母 タニウインドタイム 母母 ウインドシアー ６戦２勝 賞金 １４，４００，０００円



０８０４４ ４月６日 晴 良 （２０中山３）第４日 第８競走 ��
��１，２００�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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

８１３ ローランバーク 牡４栗 ５７ 内田 博幸斉藤 敏博氏 水野 貴広 浦河 宮内牧場 ４７０± ０１：１２．５ ２．６�

５８ � デュアルプロセッサ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 North Star
Equine, Inc ４８０＋ ２１：１２．７１� ５．４�

８１４ ミレニアムカースル 牡４鹿 ５７ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５１２＋ ６１：１２．８	 １０．６�
７１１� エイワショウグン 牡６黒鹿５７ 中舘 英二永井公太郎氏 松山 康久 米

Spendthrift
Farm LLC &
James Brown

B５４８－ ８１：１２．９	 ８．０�
４５ トウショウツアラー 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９８＋ ６ 〃 ハナ １９．５�
６９ � マルターズマガン 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝藤田与志男氏 勢司 和浩 米 Darrell Brown

& Lendy Brown B４６８－ ２１：１３．０
 ４．０�
３４ � セクシーザムライ 牝４栗 ５５ 蛯名 正義	コオロ 萱野 浩二 米 Payson

Stud Inc ４７２± ０１：１３．３１
 ２４．８

７１２ シーリーコート 牝４栗 ５５ 横山 典弘 	社台レースホース堀 宣行 追分 追分ファーム ４５４－ ８１：１３．４クビ １３．１�
２２ � オンワードカルマ 牡５鹿 ５７

５４ ▲三浦 皇成�オンワード牧場 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 ４７８－ ２ 〃 クビ １２２．４�
１１ ジパングエンジェル 牝７鹿 ５５ 田面木博公吉野 吉晴氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ２１８．０
５７ オヤマエルニーニョ 牡５鹿 ５７

５４ ▲宮崎 北斗木下 秀一氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 B４３２＋ ６１：１３．６１	 ２４１．４�
３３ � フ ウ ハ ク 牡４鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人国光 正憲氏 沢 峰次 青森 明成牧場 ４７０± ０１：１３．９１
 ３２４．１�
６１０ ダイワモナーク 牡４鹿 ５７ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 早来 ノーザンファーム B４８８－ ２１：１４．０	 ３９．９�
４６ � ダイシンチャンス 牡７芦 ５７ 江田 照男大八木信行氏 南田美知雄 米 Lothenbach

Stables Inc B５０６± ０１：１４．３２ １３８．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２９，８９８，５００円 複勝： ４２，０７２，７００円 枠連： ３３，００６，６００円

普通馬連： １４９，８２０，９００円 馬単： １２９，８４３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，７４３，３００円

３連複： １９１，２２９，６００円 ３連単： 発売なし 計： ６１０，６１４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � ３２０円 枠 連（５－８） ７１０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� １，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ６００円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ２，８６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９８９８５ 的中 � ９２０９１（１番人気）
複勝票数 計 ４２０７２７ 的中 � １１５７３７（１番人気）� ６００９０（３番人気）� ２４９３９（６番人気）
枠連票数 計 ３３００６６ 的中 （５－８） ３４６６７（３番人気）
普通馬連票数 計１４９８２０９ 的中 �� １２４０２６（２番人気）
馬単票数 計１２９８４３０ 的中 �� ６２７０６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４７４３３ 的中 �� ２３９１６（２番人気）�� １４１１７（６番人気）�� ８９０２（１１番人気）
３連複票数 計１９１２２９６ 的中 ��� ４９４６５（８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．７―１２．１―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．０―３４．７―４６．８―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローランバーク �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 Wolfhound デビュー ２００６．１１．１９ 京都１着

２００４．５．２９生 牡４栗 母 ローランウィスパー 母母 アイスクリーク １６戦２勝 賞金 ２２，６８０，０００円



０８０４５ ４月６日 晴 良 （２０中山３）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

ふくりゅう

伏竜ステークス
発走１４時２５分 （ダート・右）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６６ ナンヨーリバー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣中村 �也氏 池上 昌弘 浦河 三好牧場 B４９６－ ６１：５３．０ ２０．５�

３３ コロナグラフ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４７６－ ６１：５３．１� ４．４�
２２ ユ ビ キ タ ス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 三石 村上牧場 ５５８＋１２１：５３．３１ ３．５�
８１１ クリールパッション 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４４８－ ８ 〃 ハナ ５．５�
８１０ ピエナエイム 牡３黒鹿５６ 田中 勝春本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４７２－ ４１：５３．９３� ９．４�
６７ シルクレセプション 牡３栗 ５６ 吉田 隼人有限会社シルク中村 均 新冠 村上牧場 ４９４－ ４１：５４．０� ４３．１�
７９ スカーレットライン 牡３栗 ５６ 横山 典弘 	グリーンファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６６－ ６１：５４．１� ８．５

４４ ビーチパトロール 牡３栗 ５６ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス	 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８０－ ２１：５５．１６ １０．０�
１１ ト シ ナ ギ サ 牡３栗 ５６ 北村 友一上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４７６± ０１：５５．３１	 １７．６�
５５ マキシマムラン 牡３鹿 ５６ 江田 照男田中 昇氏 奥平 雅士 静内 岡田スタツド ４９６－１４ 〃 クビ ４０．９
７８ マヤノベンケイ 牡３鹿 ５７ 福永 祐一田所 英子氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４５２－ ６１：５６．４７ １１．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４４，０７８，５００円 複勝： ６６，３９２，５００円 枠連： ４７，６０５，５００円

普通馬連： ２３８，４９２，４００円 馬単： １４８，４７６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，８６６，６００円

３連複： ２０９，１１２，０００円 ３連単： ５２１，９４１，３００円 計： １，３２７，９６５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０５０円 複 勝 � ４２０円 � １６０円 � １６０円 枠 連（３－６） ３，０１０円

普通馬連 �� ４，８００円 馬 単 �� １１，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３８０円 �� １，１９０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ５，０１０円 ３ 連 単 ��� ４８，９１０円

票 数

単勝票数 計 ４４０７８５ 的中 � １６９５４（９番人気）
複勝票数 計 ６６３９２５ 的中 � ３０１１４（８番人気）� １２７００４（２番人気）� １３０３５０（１番人気）
枠連票数 計 ４７６０５５ 的中 （３－６） １１７０４（１５番人気）
普通馬連票数 計２３８４９２４ 的中 �� ３６６７５（２５番人気）
馬単票数 計１４８４７６６ 的中 �� ９５５８（５１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１８６６６ 的中 �� ８５６７（２３番人気）�� １００３５（１８番人気）�� ４７５９８（１番人気）
３連複票数 計２０９１１２０ 的中 ��� ３０８６２（１８番人気）
３連単票数 計５２１９４１３ 的中 ��� ７８７６（１８１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．３―１３．１―１２．９―１３．０―１２．５―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３６．３―４９．４―１：０２．３―１：１５．３―１：２７．８―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３７．７
１
３

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

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

ナンヨーリバー �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．８．１１ 札幌２着

２００５．４．２６生 牡３黒鹿 母 シアトルギャル 母母 トウコウキャロル ９戦３勝 賞金 ３６，１８０，０００円



０８０４６ ４月６日 晴 良 （２０中山３）第４日 第１０競走 ��
��２，５００�

あ わ

安 房 特 別
発走１５時００分 （芝・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 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２９．５
２：２９．５

良

良

６７ エアジパング �５鹿 ５７ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４４６± ０２：３３．９ ９．０�

４４ ダイワバゼラード 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 ４７０－１４２：３４．０� ７．２�
８１２ シ グ ナ リ オ 牡４栗 ５７ 柴田 善臣齊藤四方司氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－ ４２：３４．２１� ７．１�
５５ ナンヨーイースト 牡４青鹿５７ 吉田 隼人中村 �也氏 尾形 充弘 浦河 梅田牧場 ４５６－ ６２：３４．５２ １３．６�
１１ サンライズトラスト 牡４黒鹿５７ 福永 祐一松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４５６－ ４ 〃 アタマ ６．０�
５６ ピサノバンキッシュ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 B５３２－ ４２：３４．９２� １３．６�
３３ トーセンジョーカー 牡５栗 ５７ 江田 照男島川 	哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 ４５６－ ２２：３５．０	 ３．４

６８ フサイチギャロップ 牡６青鹿５７ 蛯名 正義関口 房朗氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４３８＋ ６２：３５．５３ ４３．４�
７９ サウザンブライト 牡７鹿 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 粕谷 昌央 新冠 勝川牧場 ４８８－１２２：３５．７１
 ２６６．０�
８１１� ダンシングタイガー �５鹿 ５７ 安藤 光彰岡田 牧雄氏 加藤 和宏 門別 インターナシヨナル牧場 ４７４± ０２：３５．９１� ５０．９
７１０ マ ヒ オ レ 牡４黒鹿５７ 中舘 英二金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８０－ ４２：３６．３２� ５．４�
２２ モエレエルコンドル �７鹿 ５７ 田中 勝春中村 和夫氏 鹿戸 雄一 三石 ケイアイフアーム ５０６－２４２：３９．５大差 ３３．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３６，３１８，２００円 複勝： ５５，６８７，２００円 枠連： ４５，２１９，７００円

普通馬連： ２３６，８６２，３００円 馬単： １５５，２３５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，３５３，６００円

３連複： ２１１，３０３，３００円 ３連単： ５３３，１２０，３００円 計： １，３２４，１００，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ３３０円 � ２３０円 � ２６０円 枠 連（４－６） １，９１０円

普通馬連 �� ２，３９０円 馬 単 �� ４，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９９０円 �� １，２７０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ７，１００円 ３ 連 単 ��� ４３，４１０円

票 数

単勝票数 計 ３６３１８２ 的中 � ３２０１９（６番人気）
複勝票数 計 ５５６８７２ 的中 � ４１５９５（６番人気）� ６９４７２（２番人気）� ５８６８５（５番人気）
枠連票数 計 ４５２１９７ 的中 （４－６） １７５０７（８番人気）
普通馬連票数 計２３６８６２３ 的中 �� ７３２０２（１２番人気）
馬単票数 計１５５２３５９ 的中 �� ２４１６７（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０３５３６ 的中 �� １２７１２（１４番人気）�� ９６９８（１８番人気）�� １２５０９（１５番人気）
３連複票数 計２１１３０３３ 的中 ��� ２１９６５（２６番人気）
３連単票数 計５３３１２０３ 的中 ��� ９０６４（１５８番人気）

ハロンタイム ７．４―１１．８―１２．１―１２．１―１２．４―１３．０―１２．９―１２．５―１１．６―１２．２―１１．７―１１．７―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．４―１９．２―３１．３―４３．４―５５．８―１：０８．８―１：２１．７―１：３４．２―１：４５．８―１：５８．０―２：０９．７―２：２１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４８．１―３F３５．９
１
�

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

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

勝馬の
紹 介

エアジパング �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Halo デビュー ２００５．９．３ 札幌４着

２００３．３．２７生 �５鹿 母 エアパッション 母母 Shelia Dacre １１戦４勝 賞金 ４３，９６５，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モエレエルコンドル号は，平成２０年５月６日まで平地競走に出走できない。



０８０４７ ４月６日 晴 良 （２０中山３）第４日 第１１競走 ��
��１，６００�第４０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，１９．３．３１以降２０．３．３０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 ６２３，０００円 １７８，０００円 ８９，０００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

８１６ サイレントプライド 牡５栗 ５７ 横山 典弘 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９０－ ４１：３４．２ ８．８�

３５ � ドラゴンウェルズ 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 藤原 英昭 米 Kilroy Thorough-
bred Partnership ４８８＋ ４ 〃 クビ １８．６�

７１４ ダンスフォーウィン 牡５青鹿５４ 柴田 善臣杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ５００－ ４１：３４．３� ８０．５�
１１ リザーブカード 牡５鹿 ５５ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ２１：３４．４� ８．９�
２４ カンファーベスト 牡９黒鹿５７ 江田 照男奥村 清晴氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 B４７０－ ８１：３４．５クビ ３０．８�
８１５ ショウワモダン 牡４鹿 ５４ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５１８－ ６ 〃 アタマ ３０．５�
６１１ オーシャンエイプス 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４７６± ０１：３４．６� ５．５	
７１３ マルカシェンク 牡５黒鹿５７ 福永 祐一河長産業
 河内 洋 千歳 社台ファーム ５００－ ６１：３４．７クビ ４．４�
６１２ グレイトフルタイム 牡４鹿 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 追分 追分ファーム B５２６－ ４ 〃 アタマ ２５．６�
２３ ナスノストローク 牡７栗 ５５ 村田 一誠須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 ５２６± ０ 〃 クビ ２７．６�
４８ キングストレイル 牡６黒鹿５８ 田中 勝春 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ６ 〃 ハナ ５．４�
５９ � シンボリグラン 牡６芦 ５７ 柴山 雄一シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada ５３０＋ ２１：３４．８クビ １５．３�
３６ ニシノナースコール 牝６黒鹿５２ 田中 博康西山 茂行氏 尾形 充弘 鵡川 西山牧場 ４３６－１３ 〃 クビ ５３．３�
１２ ピンクカメオ 牝４鹿 ５４ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス
 国枝 栄 新冠 パカパカ
ファーム ４７８－ ８１：３４．９� １６．８�

４７ チ ョ ウ サ ン 牡６鹿 ５８ 藤田 伸二長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４９２－ ６１：３５．１１	 １２．５�
５１０ テンイムホウ 牝６鹿 ５１ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６４＋ ８１：３５．６３ ７９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２６，４０４，９００円 複勝： １７３，６５７，１００円 枠連： ２０２，６４８，８００円

普通馬連： １，０８２，４２０，１００円 馬単： ５９９，２９１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１８，９７７，７００円

３連複： １，１３１，５７０，３００円 ３連単： ２，４３０，５４１，７００円 計： ５，９６５，５１２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ３７０円 � ５８０円 � １，７３０円 枠 連（３－８） ３，７１０円

普通馬連 �� ７，６７０円 馬 単 �� １４，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，０００円 �� １０，７４０円 �� １２，５９０円

３ 連 複 ��� ２１９，５４０円 ３ 連 単 ��� １，００１，５３０円

票 数

単勝票数 計１２６４０４９ 的中 � １１３６４６（４番人気）
複勝票数 計１７３６５７１ 的中 � １３４８１２（５番人気）� ７９３３３（８番人気）� ２４００９（１５番人気）
枠連票数 計２０２６４８８ 的中 （３－８） ４０４０６（２０番人気）
普通馬連票数 計１０８２４２０１ 的中 �� １０４２０４（３５番人気）
馬単票数 計５９９２９１６ 的中 �� ２９７３６（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２１８９７７７ 的中 �� １８１９１（４１番人気）�� ４９９０（１０２番人気）�� ４２５０（１０６番人気）
３連複票数 計１１３１５７０３ 的中 ��� ３８０４（４３８番人気）
３連単票数 計２４３０５４１７ 的中 ��� １７９１（２２１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．７―３６．０―４７．８―５９．６―１：１１．２―１：２２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．６

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

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

サイレントプライド �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．７．２３ 新潟２着

２００３．３．３生 牡５栗 母 サイレントプレアー 母母 ジェントルスピリット １６戦７勝 賞金 １７３，３１２，０００円
〔発走状況〕 リザーブカード号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１２頭 ゴールドアグリ号・チェストウイング号・ツルガオカハヤテ号・ニシノシタン号・フジサイレンス号・

ブラックカフェ号・フレンドシップ号・マイネルハーティー号・マイネルフォーグ号・ロジック号・
ワイルドシャウト号・ワイルドファイアー号



０８０４８ ４月６日 晴 良 （２０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

５９ � サキノリュウオー 牡６鹿 ５７
５４ ▲三浦 皇成�原 富夫氏 大和田 稔 三石 信田牧場 ５０４－ ４１：１１．８ ２４．８�

８１５ オープンザゲート 牡４鹿 ５７ 田中 勝春ディアレスト 田村 康仁 新冠 松浦牧場 ４７０－ ６ 〃 アタマ ３０．５�
４７ � スリーセブンスピン 牡５鹿 ５７ 江田 照男菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Overbrook

Farm ４８８＋ ２ 〃 ハナ ２．９�
３６ トウショウガナー 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥トウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９０－ ２ 〃 ハナ １２．６�
２４ アイアムエンジェル 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B５１６－ ６１：１２．０	 ６．９�
７１３ リボンノキシ 牝４青 ５５ 安藤 光彰森岡 一郎氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４５２－ ２１：１２．１
 ３．８	
６１１ カイテキネオ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝国本 勇氏 西塚 安夫 門別 前川 義則 ４５６＋ ２１：１２．２
 ３９．５

３５ � レッドスポーツカー 牡５鹿 ５７ 小林 淳一藤田与志男氏 天間 昭一 米 Gilbert G.

Campbell B４６２－ ８ 〃 アタマ １９．５�
５１０ ジェイケイボストン �５黒鹿５７ 北村 宏司小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５１６－ ８ 〃 ハナ １８．９�
２３ オ オ ヒ メ 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人武田 豊文氏 柄崎 孝 茨城 武田 豊文 ５０６－ ４１：１２．３クビ ２３．１
１１ � マ ル タ ラ ヴ 牡６鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人松浦 太郎氏 鈴木 勝美 新冠 村上牧場 ４５６－ ４１：１２．４
 １４９．２�
４８ リワードアルコン 牡５黒鹿５７ 勝浦 正樹宮� 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード B５３２＋ ４１：１２．５
 ３３．０�
７１４ ソブリンブライト 牡６鹿 ５７

５４ ▲丸田 恭介�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４８８± ０ 〃 クビ ２４４．０�
６１２ ケイアイハクスイ 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二亀田 守弘氏 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４７６－１８１：１２．６	 １６．９�
８１６ ワンモアフリート 牝６鹿 ５５ 田面木博公�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 ４２６－ ４１：１２．８１
 １１７．７�
１２ アルコイリス 牝４芦 ５５

５４ ☆的場 勇人中村 政勝氏 池上 昌弘 浦河 駿河牧場 ４５６＋ ２１：１２．９クビ １４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，４０９，７００円 複勝： ６８，６９０，５００円 枠連： ７１，１３２，７００円

普通馬連： ２８２，７９７，１００円 馬単： １７７，８８８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ７１，６２６，３００円

３連複： ２８７，２３６，７００円 ３連単： ６４４，６８２，１００円 計： １，６５２，４６３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４８０円 複 勝 � ５５０円 � ７５０円 � １６０円 枠 連（５－８） ７，０９０円

普通馬連 �� ３９，７５０円 馬 単 �� ７０，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，９５０円 �� １，５００円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� ４４，４３０円 ３ 連 単 ��� ４７３，８８０円

票 数

単勝票数 計 ４８４０９７ 的中 � １５４３６（１０番人気）
複勝票数 計 ６８６９０５ 的中 � ２７５５２（１０番人気）� １９５３０（１１番人気）� １５４１３９（１番人気）
枠連票数 計 ７１１３２７ 的中 （５－８） ７４１１（２８番人気）
普通馬連票数 計２８２７９７１ 的中 �� ５２５１（８０番人気）
馬単票数 計１７７８８８２ 的中 �� １８６３（１５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７１６２６３ 的中 �� １９２４（７７番人気）�� １２００６（１５番人気）�� ８５７４（２３番人気）
３連複票数 計２８７２３６７ 的中 ��� ４７７２（１４４番人気）
３連単票数 計６４４６８２１ 的中 ��� １００４（１１８９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．３―１２．１―１２．１―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．９―４６．０―５８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サキノリュウオー �
�
父 ビッグサンデー �

�
母父 ギヤロツプダイナ

２００２．５．１３生 牡６鹿 母 サキノサンサン 母母 フアイブホープ ４７戦２勝 賞金 ６２，０１５，０００円
地方デビュー ２００４．５．１３ 札幌

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２６頭 アインカチヌキ号・アドマイヤドゴール号・アポロアパッチ号・イチライタッチ号・カフェリバティー号・

カブキメーク号・ケイアイスカイ号・ケイアイスパイダー号・ザップトウショウ号・ジェイケイセラヴィ号・
シャドウハーツ号・ダイワエンパイア号・ドリームモア号・トワイニングイモン号・バンダムロッシ号・
ピサノヨシツネ号・ファインセンテンス号・フジマサゴールド号・ブラックシャドウ号・プレンティラヴ号・
ホワイトヴェール号・マグネティックマン号・メインザナゲット号・モンプティクール号・レインボーロマンス号・
レオベルリン号



（２０中山３）第４日 ４月６日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６５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

２５７，５６０，０００円
８，５２０，０００円
１４，７３０，０００円
１，７００，０００円
２８，１７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，５００，０００円
５，２３６，８００円
１，６６６，５００円

勝馬投票券売得金
４５０，４７７，９００円
６６６，２４１，４００円
５８５，７６６，２００円
２，６６３，３４６，４００円
１，９２０，５２４，９００円
６２５，５０７，１００円
３，００６，８７１，８００円
４，１３０，２８５，４００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 １４，０４９，０２１，１００円

総入場人員 ３７，５８０名 （有料入場人員 ３５，２９７名）




