
０９０３７ ４月５日 晴 良 （２１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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

２４ クリノビリオネア 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 ４８０－ ４１：１２．９ ７．１�

１２ レッドリップス 牝３栗 ５４ 中舘 英二 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム B４４２－ ４１：１３．２２ ６．３�
７１４ ダブルフレーバー 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �スピードファーム 和田 正道 新ひだか 元茂 義一 ４７６± ０１：１３．３� ５．８�
８１５ シノギダンサー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊吉田 義昭氏 柄崎 孝 日高 坂戸 節子 ５０４± ０ 〃 ハナ １６．８�
７１３ ダイヤモンドビット 牝３青鹿５４ 鷹野 宏史西森 鶴氏 中川 公成 日高 高橋牧場 ４１６ ―１：１３．７２� ６９．３�
８１６ アントルシャカトル 牝３栗 ５４ 内田 博幸�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 下村 繁正 ４８０＋ ８１：１３．８� ３．１	
２３ チョウハイレベル 牝３鹿 ５４ 石橋 脩丸山 隆雄氏 斎藤 宏 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８６ ―１：１４．３３ １４．９

６１２ ツキノテンシ 牝３青 ５４ 石神 深一江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 ４３８± ０１：１４．４クビ ４．７�
３６ クロスグランマ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海佐々木 徹氏 武市 康男 新冠 シンユウフアーム ４６４ ― 〃 ハナ ２１．６�
５１０ ラ ヴ ミ ー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治北所 直人氏 水野 貴広 新ひだか 見上牧場 ４４０ ―１：１４．８２� １１１．６
１１ ジェットランフライ 牝３鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗本間 茂氏 柴田 政人 早来 ノーザンファーム ４７２ ―１：１４．９� １４４．０�
３５ ユ メ ミ ツ キ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一吉田 和子氏 天間 昭一 浦河 鎌田 正嗣 ３９６－ ２１：１５．１１ １５４．７�
４８ スプリングマリア 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真加藤 春夫氏 相沢 郁 様似 堀 弘康 ４２０＋ ６ 〃 クビ ３４８．１�
４７ カネスヴィバーチェ 牝３鹿 ５４ 佐藤 聖也杉澤 光雄氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４２２ ―１：１５．６３ １７６．５�
５９ カフェカプチーノ 牝３栗 ５４ 江田 照男�日進牧場 矢野 英一 様似 スイートフアーム ４４０ ―１：１５．７� ３８．８�
６１１ ドクターケイ 牝３青 ５４ 田中 博康黒澤 尚氏 高木 登 静内 岡田スタツド ４３０ ―１：１６．３３� ２３６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，８４５，０００円 複勝： ３５，５５７，２００円 枠連： ２０，５６２，７００円

普通馬連： ６５，７５６，２００円 馬単： ４８，６５８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，５３０，９００円

３連複： ８１，７０２，３００円 ３連単： １１９，４７４，７００円 計： ４１３，０８７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２３０円 � ２９０円 � ２３０円 枠 連（１－２） １，６５０円

普通馬連 �� ２，２６０円 馬 単 �� ４，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ６５０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ４，１６０円 ３ 連 単 ��� ３０，７６０円

票 数

単勝票数 計 １７８４５０ 的中 � １９９６５（５番人気）
複勝票数 計 ３５５５７２ 的中 � ４２９４８（３番人気）� ３０６２４（５番人気）� ４１８０６（４番人気）
枠連票数 計 ２０５６２７ 的中 （１－２） ９２１０（８番人気）
普通馬連票数 計 ６５７５６２ 的中 �� ２１４８７（１０番人気）
馬単票数 計 ４８６５８０ 的中 �� ８５４５（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３５３０９ 的中 �� ７５５７（９番人気）�� ９１４９（７番人気）�� ６０９９（１１番人気）
３連複票数 計 ８１７０２３ 的中 ��� １４５０６（１４番人気）
３連単票数 計１１９４７４７ 的中 ��� ２８６７（９６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．４―１１．４―１２．４―１２．７―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．７―３４．１―４６．５―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノビリオネア �
�
父 デ ィ ア ブ ロ �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００８．８．２４ 新潟２着

２００６．４．３生 牝３黒鹿 母 オプトライアン 母母 テンザンミズホ ６戦１勝 賞金 ９，８５０，０００円
※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 シャドウティアラ号・トクトイムスメ号



０９０３８ ４月５日 晴 良 （２１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

３６ サンライズフェア 牡３鹿 ５６ 中舘 英二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４９０＋ ６１：５５．８ １．７�

８１５ リープアヘッド 牡３青鹿５６ 内田 博幸吉田 和子氏 斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９４＋ ２ 〃 クビ １８．５�

５１０ ミヤビタカラオー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人村上 義勝氏 戸田 博文 静内 原 武久 ５００± ０１：５６．０１ ７．６�
６１２ ヤマタケディガー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４４４－ ２１：５６．１クビ ９９．５�
７１３ ドラゴンマウンテン 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信窪田 芳郎氏 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４± ０１：５６．３１� １６．４�
８１６ ポ ッ ピ イ 牡３青鹿５６ 蛯名 正義山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８２± ０ 〃 クビ １２．３�
１２ アシュラオー 牡３黒鹿５６ 北村 宏司友水 達也氏 岩戸 孝樹 門別 木村牧場 ５０２－ ６１：５６．４� １９．８�
７１４ ショウナンアゲイン 牡３青鹿５６ 柴田 善臣国本 哲秀氏 鈴木 伸尋 静内 静内フアーム ４５６＋ ６１：５６．８２� ６．６	
５９ フナベンケイ �３栗 ５６ 大野 拓弥橘 倍男氏 高橋 義博 浦河 ミルファーム ４６２－ ２１：５６．９クビ ４５９．０

６１１ スプリンググレン 牝３栗 ５４ 幸 英明加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 ４３０－ ４１：５７．６４ １３２．２�
４８ マイネルジーニアス 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 浦河 中神牧場 ４８６＋ ６１：５７．８１� ７７．８
１１ ホーカーハンター 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B４６６± ０１：５８．０１ １９．０�
３５ ドリームパンドラ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４４２± ０１：５８．５３ ３３．３�
２４ ホットコーヒー 牡３栗 ５６ 吉田 豊ディアレスト 柄崎 孝 新冠 オートファー

ム �渡 ４９８＋１０１：５９．０３ ６０．８�
４７ マルブツジャガー 牡３栗 ５６ 江田 照男大澤 毅氏 中島 敏文 日高 正和山本牧場 ４７２＋１６１：５９．１クビ ２９３．０�
２３ ゴッドギャンブラー 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 井高牧場 ４８６＋ ２１：５９．８４ ３４２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，１２３，５００円 複勝： ４２，０９６，３００円 枠連： ２８，３０３，３００円

普通馬連： ７４，５９５，６００円 馬単： ５９，２２７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１４８，２００円

３連複： ９１，７２６，３００円 ３連単： １４０，８６２，６００円 計： ４８７，０８３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ３４０円 � １８０円 枠 連（３－８） ６６０円

普通馬連 �� ２，２３０円 馬 単 �� ２，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� ２６０円 �� １，６００円

３ 連 複 ��� ３，９３０円 ３ 連 単 ��� １９，０００円

票 数

単勝票数 計 ２３１２３５ 的中 � １０９０１２（１番人気）
複勝票数 計 ４２０９６３ 的中 � １７４６７３（１番人気）� １９６６６（６番人気）� ４８１２３（３番人気）
枠連票数 計 ２８３０３３ 的中 （３－８） ３２０４５（３番人気）
普通馬連票数 計 ７４５９５６ 的中 �� ２４７０４（９番人気）
馬単票数 計 ５９２２７９ 的中 �� １５２０７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７１４８２ 的中 �� ７３９５（９番人気）�� ３０６６９（１番人気）�� ３７１２（２１番人気）
３連複票数 計 ９１７２６３ 的中 ��� １７２５４（１３番人気）
３連単票数 計１４０８６２６ 的中 ��� ５４７３（４５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１２．９―１２．９―１２．５―１２．７―１３．３―１３．１―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３７．５―５０．４―１：０２．９―１：１５．６―１：２８．９―１：４２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F４０．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズフェア �
�
父 Singspiel �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００８．１１．９ 京都７着

２００６．２．１４生 牡３鹿 母 ストロベリーフェア 母母 Storm Song ７戦１勝 賞金 １２，３５０，０００円



０９０３９ ４月５日 晴 良 （２１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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

４７ アウトオブオーダー 牡３鹿 ５６
５４ △丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４８６＋１２１：１２．６ ４１．９�

６１２� マルターズブレーヴ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Lisa Jones &
Jerard Jones ４７２＋ ２１：１２．７� ４．３�

４８ コロナループ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �キャロットファーム 二ノ宮敬宇 日高 加藤牧場 ４９８± ０１：１２．８� １．３�
６１１ ニシノウズマサ 牡３鹿 ５６ 江田 照男西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 B４８６＋ ３１：１３．１１� ２７．５�
３６ ス ワ ニ ー 牝３栗 ５４ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４６８＋ ２１：１３．５２� １４．５�
１２ サンマルヘイロー 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司相馬 勇氏 鹿戸 雄一 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４７２－ ４１：１３．７１� ３５．８�
８１６ ジェットスパークル 牝３青鹿５４ 小野 次郎 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５０－ ６１：１３．８� １６．５	
７１４ トーセンサクラコ 牝３鹿 ５４ 千葉 直人島川 
哉氏 成島 英春 門別 高柳 隆男 ４４８± ０１：１３．９� ４６３．５�
３５ イガノサッカオー 牡３栗 ５６

５３ ▲丸山 元気五十嵐政則氏 天間 昭一 新ひだか 谷山 和喜 ４６２± ０１：１４．６４ ４５７．１�
２４ � エメラルドパラオ 牡３栗 ５６

５３ ▲宮崎 北斗�和田牧場 和田 正道 米
WinStar Farm,
LLC & Dr. Wil-
liam Lockridge

４７２－１１１：１４．７� ２１２．３
８１５ マキシムギンガ 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真小田 廣美氏 鈴木 勝美 門別 大沢育成牧場 ４７２＋ ２１：１４．８� ２９６．２�
５１０ ラヴェニール 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 マリオステー

ブル ４４２－ ４１：１５．２２� ３７８．２�
５９ ヒカルルーキー 牡３黒鹿５６ 吉田 豊�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 登別上水牧場 ４７６ ― 〃 ハナ ７４．４�
１１ トウショウロペス 牡３栗 ５６ 赤木高太郎トウショウ産業� 小笠 倫弘 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５０２ ―１：１５．４１� ２８９．７�
２３ � シンボリオナー 牡３芦 ５６ 北村 宏司シンボリ牧場 古賀 慎明 仏 Mr Taka-

hiro Wada ５２２＋ ８１：１６．１４ １２９．３�
７１３ スターゲイザー 牡３鹿 ５６ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 日高 槇本牧場 ４５０ ― （競走中止） ５３７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，２９０，６００円 複勝： ８４，１６２，３００円 枠連： ２２，９７３，７００円

普通馬連： ７７，８００，０００円 馬単： ７６，４８１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，２３１，０００円

３連複： ８７，３３６，３００円 ３連単： １９８，６０６，３００円 計： ５９８，８８１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，１９０円 複 勝 � ６２０円 � １２０円 � １００円 枠 連（４－６） １６０円

普通馬連 �� ９，３６０円 馬 単 �� ２５，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１００円 �� ７１０円 �� １３０円

３ 連 複 ��� １，４９０円 ３ 連 単 ��� ４１，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２５２９０６ 的中 � ４７６６（７番人気）
複勝票数 計 ８４１６２３ 的中 � ７７４０（７番人気）� １０６７０４（２番人気）� ６１２５０６（１番人気）
枠連票数 計 ２２９７３７ 的中 （４－６） １１１６０２（１番人気）
普通馬連票数 計 ７７８０００ 的中 �� ６１３７（１４番人気）
馬単票数 計 ７６４８１５ 的中 �� ２１８７（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６２３１０ 的中 �� ４１３７（１３番人気）�� ６７０５（９番人気）�� ８０３５８（１番人気）
３連複票数 計 ８７３３６３ 的中 ��� ４３３１３（５番人気）
３連単票数 計１９８６０６３ 的中 ��� ３５１０（９０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．６―１２．２―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．７―４６．９―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アウトオブオーダー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Out of Place デビュー ２００８．１０．２６ 東京９着

２００６．４．１６生 牡３鹿 母 ダークサファイア 母母 Darkest Star ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走中止〕 スターゲイザー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 コスモプーカ号
（非抽選馬） ４頭 コスモディマシュク号・サイレントボス号・サザンヴィット号・メジロローレンス号



０９０４０ ４月５日 晴 良 （２１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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６１２ フットライト 牡３鹿 ５６ 的場 勇人 �キャロットファーム 尾形 充弘 静内 タイヘイ牧場 ５２２－ ２１：５７．０ ５．１�

３６ ナムラカクレイ 牡３栗 ５６ 田中 博康奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４６６＋ ２１：５７．２１ １２．０�
４８ キストゥクラウン 牝３芦 ５４ 黛 弘人吉田 和子氏 戸田 博文 門別 日高大洋牧場 ４４６－ ２ 〃 ハナ １５．３�
５９ ダイワレギオン 牡３栗 ５６

５４ △丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ５０８－ ２１：５７．４１� ３９．２�
２３ ラレーヌデュバル 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作�ミルファーム 畠山 重則 浦河 村下農場 ４５８－１４ 〃 クビ ６１．５�
４７ ハバナシガー 牡３芦 ５６

５３ ▲宮崎 北斗吉田 千津氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４６６＋ ８１：５７．７２ ７．７�
６１１ ジャンジャン 牡３鹿 ５６ 佐藤 聖也�富川牧場 高松 邦男 日高 富川牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ １０１．６	
３５ カシマパフューム 牝３栗 ５４

５１ ▲大江原 圭松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 ３９６－ ６ 〃 アタマ ７９．２

１２ アイティヤマト 牡３鹿 ５６

５３ ▲丸山 元気一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新ひだか 加野牧場 ５１８－ ６１：５７．８クビ ４３．８�
７１３ ティアップシンゲキ 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次田中 昇氏 杉浦 宏昭 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６＋ ６１：５７．９� ４．１�
８１５ オンワードイデア 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真オンワード牧場 清水 利章 浦河 オンワード牧場 ４９０－１４１：５８．３２� １５２．８�
５１０ オースミライセンス 牝３鹿 ５４ 千葉 直人オースミ 菅原 泰夫 日高 白井牧場 B４６４－ ８１：５９．３６ １２．６�
８１６ トゥールザンレール 牝３栗 ５４

５１ ▲池崎 祐介�ミルファーム 保田 一隆 浦河 富菜牧場 ４５２－１０２：００．０４ ６４．６�
２４ ドリームスターダム 牡３栗 ５６ 南田 雅昭セゾンレースホース 堀井 雅広 新冠 守矢牧場 ４９０－１２２：００．４２� ８０．９�
１１ アールノミネート 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎星野 良二氏 鹿戸 雄一 門別 新井 弘幸 ５００－ ６２：００．９３ ５．７�
７１４ ヒゼンノキセキ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太�前川企画 伊藤 正徳 平取 高橋 幸男 ４８０＋ ４２：０３．２大差 ６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６２３，４００円 複勝： ２９，４２４，４００円 枠連： ２８，１８３，８００円

普通馬連： ７３，５７８，５００円 馬単： ５２，４７２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３１７，０００円

３連複： ８５，０１５，３００円 ３連単： １２８，６８６，４００円 計： ４３９，３０１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２１０円 � ３４０円 � ４４０円 枠 連（３－６） ２，２３０円

普通馬連 �� ２，３５０円 馬 単 �� ４，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９４０円 �� １，２３０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� １０，３２０円 ３ 連 単 ��� ５３，７８０円

票 数

単勝票数 計 １８６２３４ 的中 � ２８９７３（２番人気）
複勝票数 計 ２９４２４４ 的中 � ４５１１２（２番人気）� ２１９６１（６番人気）� １５６５８（８番人気）
枠連票数 計 ２８１８３８ 的中 （３－６） ９３４０（１１番人気）
普通馬連票数 計 ７３５７８５ 的中 �� ２３１９３（１０番人気）
馬単票数 計 ５２４７２８ 的中 �� ８５４７（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３１７０ 的中 �� ６２５８（１１番人気）�� ４６６５（１６番人気）�� ３３２７（２４番人気）
３連複票数 計 ８５０１５３ 的中 ��� ６０８４（４３番人気）
３連単票数 計１２８６８６４ 的中 ��� １７６６（１９５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．９―１３．１―１３．１―１２．９―１３．５―１３．４―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３７．２―５０．３―１：０３．４―１：１６．３―１：２９．８―１：４３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．６―３F４０．７
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フットライト �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Danehill デビュー ２００９．３．７ 中山４着

２００６．３．７生 牡３鹿 母 サ テ ィ ー ヌ 母母 Shahtoush ３戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒゼンノキセキ号は，平成２１年５月５日まで平地競走に出走できない。



０９０４１ ４月５日 晴 良 （２１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

２：１０．１
２：１０．１

良

良

７１３ プリマティスタ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣 �キャロットファーム 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ８２：１７．０ ２４．１�

５９ メガチューズデー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５０２－ ８ 〃 クビ ２．３�
８１６ トウショウパンサー 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥トウショウ産業� 浅野洋一郎 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４１８＋ ２２：１７．１� ６５．９�
１１ ワンダーベルグ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人井上 修一氏 浅野洋一郎 日高 山際 辰夫 ４３６－ ６２：１７．３１ ６．０�
８１５ タッチオブマスター 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７８± ０２：１７．５１� ４．４�
３６ ヤマチョウサン 牡３黒鹿５６ 田中 博康長谷川 彰氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム ４５６＋ ２２：１７．６� １１．７	
３５ マイネルガルボ 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 鵡川 市川牧場 ４３８＋ ２ 〃 クビ ４９．９


４７ イガノハイレディー 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次五十嵐政則氏 水野 貴広 新ひだか 谷山 和喜 ３８０－ ２２：１７．７� ２４９．９�
６１２ ヒビケジンダイコ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成植田 忠司氏 畠山 吉宏 浦河 今井 秀樹 ４７４－ ４２：１７．８� ９．２�
１２ トウショウザウルス 牡３栗 ５６ 武士沢友治トウショウ産業� 柴田 政人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９８－１２ 〃 クビ １６．３
５１０ スペースモア 牡３青鹿５６ 赤木高太郎堀越 毅一氏 小林 常泰 三石 タガミファーム ４８６－１０２：１８．０１ ９９．４�
２３ � キャンディロック 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Yoshio Fujita ４９６－ ２２：１８．１� ３８．０�
２４ カジノスター 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥小林 章氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ４２４＋ ２ 〃 アタマ １２２．０�
７１４ テ ン チ ジ ン 牡３栗 ５６ 小林 淳一南 �幸氏 高木 登 浦河 山勝牧場 ５１８＋１８２：１８．２クビ １７４．６�
４８ ガーネットダスク 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �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 ４７０－ ４ 〃 クビ ４０．６�
６１１ ベルモントアグロ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント

ファーム ４６６－ ６２：１８．９４ １２６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１３０，８００円 複勝： ３２，８５２，３００円 枠連： ２５，７２１，２００円

普通馬連： ７６，４５０，０００円 馬単： ５７，７５３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，４６０，８００円

３連複： ８９，３０６，４００円 ３連単： １４５，８８４，２００円 計： ４７６，５５９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４１０円 複 勝 � ４８０円 � １５０円 � ９５０円 枠 連（５－７） ２，２００円

普通馬連 �� ２，５６０円 馬 単 �� ７，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１７０円 �� １１，４４０円 �� ２，６４０円

３ 連 複 ��� ４９，５６０円 ３ 連 単 ��� ３３６，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２２１３０８ 的中 � ７２５６（７番人気）
複勝票数 計 ３２８５２３ 的中 � １４８３４（７番人気）� ８６１０１（１番人気）� ６８６２（１０番人気）
枠連票数 計 ２５７２１２ 的中 （５－７） ８６５２（１０番人気）
普通馬連票数 計 ７６４５００ 的中 �� ２２０９９（９番人気）
馬単票数 計 ５７７５３７ 的中 �� ５７８２（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６４６０８ 的中 �� ５７６９（１２番人気）�� ５５４（６５番人気）�� ２４６０（２９番人気）
３連複票数 計 ８９３０６４ 的中 ��� １３３０（１１３番人気）
３連単票数 計１４５８８４２ 的中 ��� ３２０（７００番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．５―１２．５―１２．８―１３．０―１３．１―１３．０―１２．４―１１．９―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―２３．８―３６．３―４８．８―１：０１．６―１：１４．６―１：２７．７―１：４０．７―１：５３．１―２：０５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．３
１
３
１６－（８，１３）（１，４，９，１２）１４（３，５）（２，７，１５）－１１，６－１０
１６－（８，１３）９（１，４，１２）（６，３，５，１４）２（７，１５）－（１０，１１）

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

勝馬の
紹 介

プリマティスタ �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００９．２．８ 東京７着

２００６．４．１９生 牡３栗 母 ユーワジョイナー 母母 サシマサンダー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円



０９０４２ ４月５日 晴 良 （２１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

４６ サニーサンデー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４８４＋ ２１：３４．５ ３．６�

３５ ギンザジャスマック 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝有馬 博文氏 伊藤 圭三 日高 下河辺牧場 B４８２－ ６１：３４．８２ ６．８�
７１３� レ ン デ ィ ル 牡３芦 ５６ 北村 宏司広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Rockhart

Trading Ltd ４９２＋ ８１：３５．０１ ２．７�
５９ ス ペ ッ ク 牡３鹿 ５６ 幸 英明山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５６＋ ２１：３５．２１� ６．１�
８１４ フォーレイカー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４８４－ ２１：３５．５１� ２８．５�
６１０ コスモハート 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム ４５２± ０１：３５．７１	 ２２．０	
７１２ キミニムチュウ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ ５３．０

５８ マルタカハンター 牡３栗 ５６ 丹内 祐次高橋 義和氏 清水 美波 浦河 大野牧場 B４４２± ０１：３５．８� １６０．０�
４７ ブレーヴゴールド 牡３青鹿５６ 赤木高太郎磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 ４５８－ ２１：３６．２２� ２７４．４�
２３ トーセンラトゥール 牝３芦 ５４ 柴山 雄一島川 哉氏 中島 敏文 静内 有限会社 エ

スティファーム ４１０± ０１：３６．３� ２５４．６�
３４ プリンセスパトラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４４４＋ ８ 〃 ハナ １０９．４�

２２ フレンドケント 牡３鹿 ５６ 江田 照男横尾 晴人氏 菊川 正達 静内 野坂牧場 ５０４－ ２ 〃 ハナ ２４．１�
８１５ ガ ク ニ ホ シ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４８４＋ ６１：３６．７２� ２６．３�
１１ オッキオディガット 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �キャロットファーム 国枝 栄 浦河 有限会社

松田牧場 ４５４＋ ２１：３７．７６ １１．９�
６１１ カシノブシドー 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 浦河 杵臼斉藤牧場 ４９４＋ ８１：３８．１２� ７８．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，２９４，２００円 複勝： ３５，５１９，９００円 枠連： ２２，６１５，３００円

普通馬連： ８４，４４５，４００円 馬単： ５７，９９９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，０５３，７００円

３連複： ８７，８１１，５００円 ３連単： １４４，４１５，９００円 計： ４８５，１５５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（３－４） １，１２０円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ２７０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ６，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２７２９４２ 的中 � ６０４８４（２番人気）
複勝票数 計 ３５５１９９ 的中 � ７２８８５（２番人気）� ４３９６２（４番人気）� ８９１１４（１番人気）
枠連票数 計 ２２６１５３ 的中 （３－４） １４９５６（５番人気）
普通馬連票数 計 ８４４４５４ 的中 �� ５７３２３（５番人気）
馬単票数 計 ５７９９９２ 的中 �� ２１３１９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５０５３７ 的中 �� １７２３９（２番人気）�� ２４６９７（１番人気）�� １３７７３（５番人気）
３連複票数 計 ８７８１１５ 的中 ��� ５６１１２（１番人気）
３連単票数 計１４４４１５９ 的中 ��� １５４１３（７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．５―１１．６―１２．１―１２．０―１２．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．２―３４．７―４６．３―５８．４―１：１０．４―１：２２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．１

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

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

勝馬の
紹 介

サニーサンデー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１１．３０ 東京７着

２００６．３．２１生 牡３栗 母 サニークラッシック 母母 サニースイフト ６戦２勝 賞金 １４，６００，０００円
※出走取消馬 ロジゴールド号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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） ４頭 ケイアイマッシブ号・コスモパイレット号・コハクジョー号・ハンマープライス号



０９０４３ ４月５日 晴 良 （２１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２５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

４４ � ゴールデンジュビリ 牡５鹿 ５７ 小林 淳一 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ５４２＋１０１：５４．５ ４．３�

８１１� ピンクバンサー 牡５栗 ５７ 内田 博幸榮 義則氏 森 秀行 米 Brereton
C. Jones ４９８－ ６１：５４．６	 ５．４�

５５ クラッカージャック 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４９２－ ４１：５４．７
 ７．８�
８１２ シルキーチーフ 牡４栗 ５７ 柴山 雄一有限会社シルク成島 英春 新冠 武田 修一 ４６２－ ４１：５４．９１
 ５８．６�
５６ ポリバレント 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 新冠 森 牧場 ４９２－ ２１：５５．１１ ４．７�
７１０ インサイダー 牡６栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真堀越 毅一氏 小林 常泰 静内 飛野牧場 ５１０± ０ 〃 アタマ ６１．４�
２２ マルターズスクープ 牡４栗 ５７ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 門別 天羽 禮治 ５０２－ ８１：５５．７３
 ３．０	
１１ マイネルフォルザ 牡４栗 ５７ 津村 明秀 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 惣田 英幸 ５００－ ６１：５５．９	 ４６．４�
６８ コンセンチメント 牡４黒鹿５７ 中舘 英二田中 昇氏 奥平 雅士 三石 中村 和夫 ４６６＋ ２１：５６．１１
 １８．４�
３３ � デマントイドリバー 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥�嶋 哲氏 牧 光二 米 Damara

Farm ４９２－ ２１：５７．３７ ２４．６
７９ � オウシュウブーン 牡４鹿 ５７

５５ △丸田 恭介西村 專次氏 清水 英克 千葉 山田 博司 B４５８－３０１：５７．９３
 １２６．７�
６７ �� バイロンシチー 牡４鹿 ５６ 赤木高太郎 
友駿ホースクラブ 平井 雄二 豪 St Aubins Scone

Partnership ４７６＋ ４１：５８．７５ １４２．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２５，２２４，４００円 複勝： ４１，４１８，１００円 枠連： ２６，３８３，４００円

普通馬連： １０１，０６９，１００円 馬単： ７０，３４２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，４０４，７００円

３連複： ９９，９９８，２００円 ３連単： １９８，８２１，７００円 計： ５９１，６６２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � ２２０円 枠 連（４－８） １，０３０円

普通馬連 �� １，１１０円 馬 単 �� ２，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ４８０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ２，１５０円 ３ 連 単 ��� ９，６４０円

票 数

単勝票数 計 ２５２２４４ 的中 � ４６５９７（２番人気）
複勝票数 計 ４１４１８１ 的中 � ８６１９７（２番人気）� ５５４８０（４番人気）� ４５７６３（５番人気）
枠連票数 計 ２６３８３４ 的中 （４－８） １９０１２（６番人気）
普通馬連票数 計１０１０６９１ 的中 �� ６７３３０（６番人気）
馬単票数 計 ７０３４２９ 的中 �� ２４３４４（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８４０４７ 的中 �� １６００５（５番人気）�� １４７０６（７番人気）�� １１９２０（１０番人気）
３連複票数 計 ９９９９８２ 的中 ��� ３４３９８（９番人気）
３連単票数 計１９８８２１７ 的中 ��� １５２３３（２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３７．１―５０．０―１：０２．８―１：１５．２―１：２７．９―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．３
１
３
８，６（５，１１）（２，４，９）（１，３，１２）－（７，１０）・（８，６）１１（５，４）（３，１２）（２，９）１，１０－７

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

勝馬の
紹 介

�ゴールデンジュビリ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ヘクタープロテクター

２００４．５．１２生 牡５鹿 母 ゴールデンナゲット 母母 ロングバージン １２戦２勝 賞金 ２０，８００，０００円
地方デビュー ２００６．５．１６ 札幌



０９０４４ ４月５日 晴 良 （２１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００分 （芝・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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

１１ ギムレットアイ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４６０＋ ２２：０２．１ ２２．１�

２３ ヒシクローザー 牡４青 ５７ 幸 英明阿部雅一郎氏 加藤 和宏 静内 谷岡 正次 ５２６－ ８２：０２．３１� １１．６�
８１６ マ ッ カ ラ ン 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二 �グリーンファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５０± ０２：０２．５１� １３．５�
６１１ グランデスピリッツ 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信増田 雄一氏 小西 一男 平取 北島牧場 ４４８＋ ４ 〃 クビ ６．８�
６１２ トゥリオーニ 牡４青鹿５７ 内田 博幸 �キャロットファーム 斎藤 誠 浦河 市川フアーム ５１０± ０２：０２．６クビ ５．９�
３６ エイシンフレンチ 牡４栗 ５７ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５１６± ０ 〃 クビ １１．２	
１２ ステラポラリス 牡４栗 ５７ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 三石 山際牧場 ５２４－ ６２：０２．７� ４７．３

７１４ ナムラノブナガ 牡４青 ５７ 勝浦 正樹奈村 信重氏 田村 康仁 浦河 中島牧場 ４８６－ ４ 〃 ハナ ２３．８�
８１５	 リバートーマス 牡５栗 ５７ 郷原 洋司河越 武治氏 郷原 洋行 門別 小岩ファーム ４８６＋ ４２：０３．０１
 ２１１．０�
５９ ダノンマスターズ �４鹿 ５７ 後藤 浩輝�ダノックス 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４５２－ ６ 〃 クビ ２．４
４８ ハ ツ カ リ 牡５青鹿 ５７

５４ ▲宮崎 北斗江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７８＋１８２：０３．１� １２６．０�
２４ モアスマイル 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人飯田 正剛氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４３６＋ ４ 〃 クビ ８．４�
３５ 	 シ デ ン カ イ 牡４青 ５７ 丹内 祐次柳橋 俊昭氏 高松 邦男 様似 徳永 春夫 ４４４－ ６２：０３．３１� ３５９．７�
７１３ ミヤコノカーン �８栗 ５７ 梶 晃啓吉田都枝江氏 佐藤 吉勝 青森 明成牧場 ４６８＋ ４２：０３．５１ １２７．７�
５１０ ドゥービリーヴイン 牝４鹿 ５５ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 パカパカ

ファーム ４８４－ ４２：０３．８２ ６６．６�

（１５頭）
４７ 	 カシノベガスター 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 門別 前川ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２８，６１９，３００円 複勝： ４１，８９５，７００円 枠連： ３６，７５２，７００円

普通馬連： １１１，４０９，４００円 馬単： ７６，１８４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，４６８，０００円

３連複： １１８，０５７，６００円 ３連単： ２１１，６８４，３００円 計： ６５６，０７１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２１０円 複 勝 � ４７０円 � ３８０円 � ５３０円 枠 連（１－２） ２，９７０円

普通馬連 �� ７，８６０円 馬 単 �� １８，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１８０円 �� ２，６１０円 �� １，８８０円

３ 連 複 ��� ２８，９１０円 ３ 連 単 ��� ２２０，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２８６１９３ 的中 � １０２３０（８番人気）
複勝票数 計 ４１８９５７ 的中 � ２３４９２（７番人気）� ３０６１３（５番人気）� ２０２８０（８番人気）
枠連票数 計 ３６７５２７ 的中 （１－２） ９１３８（１２番人気）
普通馬連票数 計１１１４０９４ 的中 �� １０４６２（２９番人気）
馬単票数 計 ７６１８４３ 的中 �� ３０１２（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１４６８０ 的中 �� ３５５３（２９番人気）�� ２９５２（３４番人気）�� ４１５９（２４番人気）
３連複票数 計１１８０５７６ 的中 ��� ３０１４（８６番人気）
３連単票数 計２１１６８４３ 的中 ��� ７０９（５６７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１２．２―１２．６―１２．７―１２．５―１２．５―１２．３―１２．０―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．３―３５．５―４８．１―１：００．８―１：１３．３―１：２５．８―１：３８．１―１：５０．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギムレットアイ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００８．１．６ 中山３着

２００５．３．２８生 牡４鹿 母 ビューティグロー 母母 ユーワレイホー １０戦２勝 賞金 １７，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔出走取消〕 カシノベガスター号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※出走取消馬 ベストプロジェクト号（疾病〔右肩跛行〕のため）



０９０４５ ４月５日 晴 良 （２１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３５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 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７９ � ス ー ニ 牡３鹿 ５９ 内田 博幸吉田 和美氏 吉田 直弘 米 Highclere
Inc. ４７２－ ４１：５３．８ ２．１�

７８ � ナ サ ニ エ ル 牡３鹿 ５７ 松岡 正海吉田 和美氏 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ５３０＋ ３ 〃 ハナ ３０．７�
８１０ メイショウダグザ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣松本 好雄氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４７４－ ４ 〃 ハナ １７．１�
２２ メトロノース 牡３芦 ５７ 吉田 隼人 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４６２＋ １１：５４．２２	 ２２．７�
４４ ラインオブナイト 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５０２＋ ４１：５４．３クビ ４３．５�
１１ ハイローラー 牡３鹿 ５６ 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ４７２± ０１：５４．８３ ７．３�
３３ ポルカマズルカ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：５４．９クビ ３６．７	
６７ エイシンクエスト 牡３栗 ５６ 藤田 伸二平井 豊光氏 野元 昭 新ひだか 藤原牧場 ５０４± ０ 〃 クビ ９．６

６６ トーセンルーチェ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成島川 �哉氏 鈴木 康弘 新冠 ハシモトフアーム ５６０± ０１：５５．０クビ ２１．２�
８１１ アドマイヤジェット 牡３鹿 ５６ 吉田 豊近藤 利一氏 古賀 史生 早来 ノーザンファーム ５１４－ ６２：０２．２大差 １２．３
５５ ファインビスティー 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹ビスティーズホース

ユニオン 尾形 充弘 新冠 松浦牧場 ４９８－ ２ （競走中止） ４．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ５０，３３３，４００円 複勝： ６０，２１９，２００円 枠連： ３６，７５８，５００円

普通馬連： １８０，７７６，２００円 馬単： １１５，７２４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，３１６，３００円

３連複： １６５，１４７，５００円 ３連単： ３６６，３７０，４００円 計： １，０２０，６４６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １４０円 � ５７０円 � ３３０円 枠 連（７－７） ２，５５０円

普通馬連 �� ２，８３０円 馬 単 �� ３，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１８０円 �� ９００円 �� ３，７４０円

３ 連 複 ��� １３，６５０円 ３ 連 単 ��� ５３，２６０円

票 数

単勝票数 計 ５０３３３４ 的中 � １９４６８０（１番人気）
複勝票数 計 ６０２１９２ 的中 � １５７５８３（１番人気）� ２１２７５（９番人気）� ４０６９８（６番人気）
枠連票数 計 ３６７５８５ 的中 （７－７） １０６４８（１２番人気）
普通馬連票数 計１８０７７６２ 的中 �� ４７１７７（１４番人気）
馬単票数 計１１５７２４９ 的中 �� ２５３２６（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５３１６３ 的中 �� ９５５６（１７番人気）�� １２７９１（１０番人気）�� ２８７５（４７番人気）
３連複票数 計１６５１４７５ 的中 ��� ８９３０（５７番人気）
３連単票数 計３６６３７０４ 的中 ��� ５０７７（１９２番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．０―１３．０―１３．１―１２．６―１２．６―１２．６―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．６―３７．６―５０．７―１：０３．３―１：１５．９―１：２８．５―１：４０．７

コーナー
通過順位

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

２
４

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

�ス ー ニ �
�
父 Soto �

�
母父 Roanoke デビュー ２００８．１０．１２ 京都１着

２００６．２．１０生 牡３鹿 母 Enabru 母母 Satin Promise ４戦３勝 賞金 ３３，２６６，０００円
［他本会外：２戦２勝］

〔競走中止〕 ファインビスティー号は，競走中に疾病〔左第３中手骨開放骨折〕を発症し，４コーナーで騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 アドマイヤジェット号は，４コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



０９０４６ ４月５日 晴 良 （２１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１０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 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

２３ ファイナルスコアー 牡４栗 ５７ 内田 博幸 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８６＋ ８１：１０．７ ３．１�

６１２ ジェイケイボストン �６黒鹿５７ 江田 照男小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５１４－ ４１：１０．９１� ５．６�
７１４	 アルシラート 牡５鹿 ５７ 吉田 豊広尾レース� 森 秀行 米 Eve Kuhl-

mann ４８６－ ４ 〃 クビ ４４．５�
８１５
 ダイイチミラクル �９芦 ５７ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４８６± ０１：１１．２１� ２１７．３�
２４ サザンビューティー 牝６芦 ５５ 田嶋 翔南波 壽氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４８６＋ ４１：１１．３クビ ５．４�
８１６ スーサンライダー 牡５栗 ５７ 北村 宏司林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７２＋ ６１：１１．４� １２．６	
７１３	
 トップディアマンテ 牡６鹿 ５７ 幸 英明前田 幸治氏 松永 幹夫 米 Green Wil-

low Farms ４５０＋１６１：１１．５� ３１．７

１１ 	 フライデイフライト 牡５黒鹿５７ 松岡 正海 �キャロットファーム 安田 隆行 豪

Jungle Pocket Pty
Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

５２４± ０１：１１．６� ８．２�
１２ シルクレセプション 牡４栗 ５７ 三浦 皇成有限会社シルク中村 均 新冠 村上牧場 ５１０＋１０１：１１．７クビ ２２．５�
４７ メジロファルカル 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ５００± ０１：１１．８� １１６．８
６１１ イチライタッチ 牡７黒鹿５７ 西田雄一郎市来 静夫氏 天間 昭一 浦河 鈴木 武蔵 B５０４＋ ４１：１２．０１� １５９．５�
５１０ ミッキーフォルテ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 ５２８－ ４ 〃 ハナ ２１．３�
５９ 	 アグネスカルミア 牝５黒鹿５５ 中舘 英二渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Fred M. Allor B４７８－ ６１：１２．２１� １４．７�
３６ 	 ゲイリースノーマン 牡８芦 ５７ 蛯名 正義中村 浩章氏 岩戸 孝樹 米 Green

Gates Farm B５０６－ ６ 〃 ハナ ２８．０�
３５ リンリンリン 牡５鹿 ５７ 石橋 脩榮 義則氏 森 秀行 門別 三城牧場 B４７４－ ６１：１２．３クビ ２３．４�
４８ メ ガ リ ス 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二 �社台レースホース宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６＋ ２１：１２．７２� １７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，６３２，３００円 複勝： ６３，１５２，３００円 枠連： ５７，８３４，１００円

普通馬連： ２３６，０２５，０００円 馬単： １３０，５５１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，１８３，２００円

３連複： ２３７，３８５，８００円 ３連単： ４６２，８１３，１００円 計： １，２８２，５７７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � ７８０円 枠 連（２－６） ４９０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� １，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ２，３９０円 �� ３，８８０円

３ 連 複 ��� １４，４００円 ３ 連 単 ��� ５０，９３０円

票 数

単勝票数 計 ３８６３２３ 的中 � １００３７２（１番人気）
複勝票数 計 ６３１５２３ 的中 � １５９９４４（１番人気）� １０２４３１（２番人気）� １４０４４（１３番人気）
枠連票数 計 ５７８３４１ 的中 （２－６） ８８３７６（１番人気）
普通馬連票数 計２３６０２５０ 的中 �� ２０６７３４（２番人気）
馬単票数 計１３０５５１７ 的中 �� ６１３７５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６１８３２ 的中 �� ４８７３３（２番人気）�� ５３８０（３２番人気）�� ３２６５（４６番人気）
３連複票数 計２３７３８５８ 的中 ��� １２１７４（４６番人気）
３連単票数 計４６２８１３１ 的中 ��� ６７０７（１４２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．２―１２．１―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．７―４５．８―５８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３７．０
３ １６（３，１２）（１，７，１４）（４，１５）９，１０，８（２，６，１３）（５，１１） ４ １６（３，１２）１４（１，７，１５）４（２，９，１０，１３）８，６（５，１１）

勝馬の
紹 介

ファイナルスコアー �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 O’Reilly デビュー ２００８．３．１６ 中山２着

２００５．５．２３生 牡４栗 母 ファイナルデスティネーション 母母 Logical Lady １２戦４勝 賞金 ６３，７７７，０００円
※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 エーソングフォー号・トウショウガナー号



０９０４７ ４月５日 晴 良 （２１中山３）第４日 第１１競走 ��
��１，６００�第４１回ダービー卿チャレンジトロフィー（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）

４歳以上，２０．４．５以降２１．３．２９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 ６４４，０００円 １８４，０００円 ９２，０００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

２４ タケミカヅチ 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ５１０－ ４１：３３．７ ６．７�

６１２ マイネルファルケ 牡４鹿 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５２６－ ８ 〃 クビ １１．６�

３５ マヤノライジン 牡８鹿 ５６ 藤田 伸二田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４７４＋ ４１：３３．８� ２０．９�
６１１ キャプテンベガ 牡６黒鹿５６ 吉田 豊吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４６－ ２ 〃 アタマ ９．５�
４７ リザーブカード 牡６鹿 ５６．５ 内田 博幸 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５００＋ ４１：３３．９クビ ７．１�
１２ マイネルスケルツィ 牡６鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 様似 富田 恭司 ５２２－ ６ 〃 ハナ ７．０	
２３ マヤノツルギ 牡５黒鹿５６ 中舘 英二田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ５１６－１４１：３４．０クビ １３．２

１１ ショウワモダン 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５３０＋ ４ 〃 ハナ ７．５�
７１３ サイレントプライド 牡６栗 ５８ 後藤 浩輝 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９２－ ６ 〃 アタマ １３．９�
３６ トウショウヴォイス 牡７黒鹿５３ 小林 淳一トウショウ産業� 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８６＋１２１：３４．１� １３６．０
４８ レオマイスター 牡４栗 ５３ 北村 宏司�レオ 古賀 慎明 門別 若林 武雄 ４９８－ ４１：３４．２クビ ２５．０�
５１０ ドリームシグナル 牡４栗 ５４ 石橋 脩セゾンレースホース� 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム ４６０－ ８ 〃 ハナ ５２．２�
７１４ レッツゴーキリシマ 牡４鹿 ５５ 幸 英明西村新一郎氏 梅田 康雄 鵡川 貞広 賢治 ４７０－ ６ 〃 クビ ７．３�
５９ マイネルレーニア 牡５栗 ５８ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 静内 岡田スタツド ５１４－ ２１：３４．７３ １９．１�
８１５ ショウナンアルバ 牡４鹿 ５５ 吉田 隼人国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４９４＋ ８１：３５．１２� １９．０�

（１５頭）
８１６ ニホンピロリビエラ 牡７鹿 ５４ 柴山 雄一小林百太郎氏 大橋 勇樹 静内 片岡牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １１３，５２８，９００円 複勝： １５９，９２７，３００円 枠連： １８３，４１７，９００円

普通馬連： ９０１，０３８，８００円 馬単： ４５７，４９６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９３，４２４，９００円

３連複： １，１６９，４４３，１００円 ３連単： ２，３６８，９９６，４００円 計： ５，５４７，２７４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２４０円 � ３２０円 � ５３０円 枠 連（２－６） １，３６０円

普通馬連 �� ３，７００円 馬 単 �� ６，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３８０円 �� ２，４４０円 �� ３，２７０円

３ 連 複 ��� ３２，７８０円 ３ 連 単 ��� １８５，４２０円

票 数

単勝票数 計１１３５２８９ 的中 � １３５１６３（１番人気）
複勝票数 計１５９９２７３ 的中 � １９８５４７（２番人気）� １３４５０６（６番人気）� ７０３６３（１０番人気）
枠連票数 計１８３４１７９ 的中 （２－６） １００２４０（８番人気）
普通馬連票数 計９０１０３８８ 的中 �� １８０１２６（１５番人気）
馬単票数 計４５７４９６７ 的中 �� ４９１９８（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９３４２４９ 的中 �� ３５１６１（１６番人気）�� １９４４８（３８番人気）�� １４３９０（５８番人気）
３連複票数 計１１６９４４３１ 的中 ��� ２６３３２（１４２番人気）
３連単票数 計２３６８９９６４ 的中 ��� ９４２９（７９０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．５―１１．６―１１．９―１１．５―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．７―３５．２―４６．８―５８．７―１：１０．２―１：２１．９

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

勝馬の
紹 介

タケミカヅチ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００７．７．２９ 新潟１着

２００５．４．９生 牡４鹿 母 カズミハルコマ 母母 センシユータカラ １５戦２勝 賞金 １６７，６２１，０００円
〔出走取消〕 ニホンピロリビエラ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 マイネルファルケ号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（２番・１番への進路影響）

タケミカヅチ号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１１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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 ゴーウィズウィンド号・テンイムホウ号・マイネルハーティー号・ユノナゲット号



０９０４８ ４月５日 晴 良 （２１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 （芝・右・外）

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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

６９ オールタイムベスト 牝４青鹿５５ 幸 英明青山 洋一氏 池江 泰寿 門別 下河辺牧場 ４８０－ ６１：０９．０ ６．４�

１１ アポロラムセス 牡４芦 ５７ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４９６－ ２１：０９．２１� ２．１�
３３ ブルーミンバー 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６６－ ２１：０９．３� １１．８�
７１２ ジョウテンロマン 牡６栗 ５７ 内田 博幸田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 ４８４－ ６１：０９．５１ １５．１�
５７ マイネルオークベイ 牡５鹿 ５７ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４８８－ ２１：０９．７１ ３３．８�
７１１ テイクザホーク 牡５鹿 ５７ 中舘 英二水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４７４＋ ４ 〃 クビ ８．８�
３４ メイショウヨリトモ 牡４黒鹿５７ 松岡 正海松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 B４６０－ ４１：０９．９１� ８．５	
４６ メジロガストン 牡４青鹿５７ 吉田 豊
メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５００＋１２ 〃 クビ ２１．６�
４５ シルクパナシア 牡４鹿 ５７ 北村 宏司有限会社シルク鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 B４６２－ ４１：１０．０クビ ６６．４�
２２ マスターオブゲーム 牡４黒鹿５７ 木幡 初広 
サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ５００－ ２ 〃 アタマ ２５．０
６１０ レンデフルール 牝５青鹿５５ 後藤 浩輝 �グリーンファーム 矢野 英一 新冠 武田牧場 ４４８＋ ４１：１０．１	 ２０．０�
８１３
 コンプリートラン 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 高木 登 三石 幌村牧場 ４４６－ ２１：１０．２	 ２３．５�
８１４
 リ ザ ル ト 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗山本 武司氏 高市 圭二 門別 今井牧場 B４４０± ０１：１０．７３ ２４７．９�
５８ トーホウグリーン 牝４栗 ５５

５２ ▲伊藤 工真東豊物産� 古賀 史生 浦河 杵臼牧場 ４５６＋ ２ 〃 クビ ６２．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４５，２３１，８００円 複勝： ６２，６０４，９００円 枠連： ６０，７９１，９００円

普通馬連： ２２７，２６１，０００円 馬単： １４２，２７０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，３５１，９００円

３連複： ２３０，０２６，３００円 ３連単： ５３９，３８１，７００円 計： １，３６４，９２０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １９０円 � １２０円 � ２７０円 枠 連（１－６） ４７０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １，２３０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ２，０８０円 ３ 連 単 ��� １１，０７０円

票 数

単勝票数 計 ４５２３１８ 的中 � ５５６９９（２番人気）
複勝票数 計 ６２６０４９ 的中 � ８０３９３（２番人気）� １９５２６５（１番人気）� ４４３６３（５番人気）
枠連票数 計 ６０７９１９ 的中 （１－６） ９５４７３（１番人気）
普通馬連票数 計２２７２６１０ 的中 �� ２６５０７１（１番人気）
馬単票数 計１４２２７０９ 的中 �� ６５９１８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７３５１９ 的中 �� ６１３４２（１番人気）�� １００８４（１４番人気）�� ３２００３（４番人気）
３連複票数 計２３００２６３ 的中 ��� ８１８４６（３番人気）
３連単票数 計５３９３８１７ 的中 ��� ３５９７６（１６番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．６―１１．４―１１．４―１１．５

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．３
３ ８，９（７，１１）（３，５，１０，１３，６）（１，４，１４）２－１２ ４ ９（８，７）（３，１１）（５，１３）（１，１０，６）４（２，１４）１２

勝馬の
紹 介

オールタイムベスト �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．１．５ 京都２着

２００５．４．２６生 牝４青鹿 母 ウィルダネスストーム 母母 Wilderness Song ８戦３勝 賞金 ２９，３５６，０００円



（２１中山３）第４日 ４月５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 １７８頭 本 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

２５６，７６０，０００円
１５，７６０，０００円
１，８２０，０００円
２６，３８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，４２３，０００円
４，８８３，０００円
１，７６２，２００円

勝馬投票券売得金
４３５，８７７，６００円
６８８，８２９，９００円
５５０，２９８，５００円
２，２１０，２０５，２００円
１，３４５，１６４，５００円
５６３，８９０，６００円
２，５４２，９５６，６００円
５，０２５，９９７，７００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 １３，３６３，２２０，６００円

総入場人員 ３４，７１８名 （有料入場人員 ３２，４１３名）




