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０８０６１ ４月８日 晴 良 （２４中山３）第６日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走９時５５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

６９ フレンチナデシコ 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 丸村村下
ファーム ３９８－１２１：１２．８ ５．５�

（大井）

７１２ ジプシーマイラブ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４６２－ ４ 〃 クビ ９．５�
４６ コスモレイラ 牝３青鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４６０＋ ２１：１２．９� １５．０�
７１１ オ フ シ ョ ア 牝３鹿 ５４ 森 泰斗 �グリーンファーム 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４３２－ ４１：１３．１１ ５．１�

（船橋）

６１０ ダ イ ゴ ミ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ４５２－ ４１：１３．２� ４９．６�
８１４ パーティブロッサム 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 ４６０－ ２１：１３．３� ６．０	
８１３ ハルピュイア 牝３芦 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４４０± ０１：１３．４� １８．５

３３ タカオキセキ 牝３栗 ５４ 石神 深一�寺田工務店 田中 剛 新ひだか 澤田 嘉隆 ４７０＋ ４１：１３．６１� ２．６�
４５ ジャンピングタワー 牝３鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠田和 廣通氏 矢野 照正 日高 ナカノファーム ４５２± ０１：１３．８１ ３５．８�
１１ シンチノクリチャン 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 新開 幸一 平取 コアレススタッド ４３２＋１０１：１３．９� ９３．８
２２ チーフザムーン 牝３青鹿５４ 伊藤 工真川上 哲司氏 坂本 勝美 浦河 高村牧場 B４７６＋ ４１：１４．０� ９２．９�
５８ ヒカルハナブタイ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４２４ ―１：１４．１� ６９．７�
５７ メ リ ル 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太田島榮二郎氏 嶋田 功 新ひだか 出羽牧場 ４６０－ ４１：１５．４８ １７５．８�
３４ カシマセイセン 牝３鹿 ５４ 的場 勇人松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 B４３０＋１４１：１５．６１� ２１４．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，６１６，７００円 複勝： ２７，６１３，１００円 枠連： １１，６９５，１００円

馬連： ４５，２１５，１００円 馬単： ３０，６４２，０００円 ワイド： １９，１６７，７００円

３連複： ５９，２９６，７００円 ３連単： １００，０８０，５００円 計： ３０９，３２６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２１０円 � ４８０円 � ３８０円 枠 連（６－７） ８４０円

馬 連 �� ３，４１０円 馬 単 �� ６，２４０円

ワ イ ド �� １，３７０円 �� １，０１０円 �� １，７９０円

３ 連 複 ��� １０，６４０円 ３ 連 単 ��� ５５，０８０円

票 数

単勝票数 計 １５６１６７ 的中 � ２２５６６（３番人気）
複勝票数 計 ２７６１３１ 的中 � ４２６４３（３番人気）� １３４３８（７番人気）� １７９６０（５番人気）
枠連票数 計 １１６９５１ 的中 （６－７） １０３８６（５番人気）
馬連票数 計 ４５２１５１ 的中 �� ９７９１（１３番人気）
馬単票数 計 ３０６４２０ 的中 �� ３６２５（２４番人気）
ワイド票数 計 １９１６７７ 的中 �� ３４５８（１６番人気）�� ４７９０（１０番人気）�� ２５９９（２０番人気）
３連複票数 計 ５９２９６７ 的中 ��� ４１１６（３０番人気）
３連単票数 計１０００８０５ 的中 ��� １３４１（１７２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．４―１２．５―１２．７―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．２―４６．７―５９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．６
３ ・（１，１０）－１２，３，１４（６，９）（７，１３）－１１，２－（４，５）８ ４ ・（１，１０）（３，１２）１４（６，９）－（７，１３）－１１，２－５（４，８）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フレンチナデシコ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１２．１．１５ 中山５着

２００９．５．２８生 牝３鹿 母 マーブルシーア 母母 シマガミモンロー ４戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
※ジャンピングタワー号は，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。

０８０６２ ４月８日 晴 良 （２４中山３）第６日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時２０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

６１２ レッドジャクソン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 ５３０± ０１：５５．１ ７．９�

４７ ガンガンユコウゼ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ １．６�
１２ サクラテイオー 牡３青鹿５６ 横山 典弘�さくらコマース久保田貴士 新ひだか 谷岡牧場 ４６４＋ ４１：５５．８４ １０．５�
８１６ ヤマノトライ 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太澤村 敏雄氏 阿部 新生 日高 日高大洋牧場 ５０２－ ６１：５６．１１� ４．５�

（大井）

３５ ウェルウィッチア 牡３鹿 ５６ 武士沢友治南 �幸氏 高木 登 浦河 山勝牧場 ４６４－ ６１：５７．１６ １９．６�
６１１ ソレイユアルダン 牝３芦 ５４ 吉田 豊阿部 紀子氏 高橋 文雅 浦河 林 孝輝 ４７６± ０１：５７．４２ ５０．８	
７１４ ディアコンコルド 牡３鹿 ５６ 森 泰斗寺田千代乃氏 加藤 征弘 安平 追分ファーム ４９８－ ４１：５８．１４ ３２．６


（船橋）

２４ ローオブネイチャー 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 むかわ 上水牧場 ４９０ ―１：５８．４２ ４３．３�
５９ ヤマニンエミュ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ４４６＋ ６１：５８．７１� １４８．３�
７１３ ディアカメリア 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人ディアレスト 根本 康広 新ひだか 山本 昇寿 ４１８－ ６１：５９．３３� ２６９．８
２３ セレブレートサマー 牝３栗 ５４ 武 幸四郎柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４５８－ ２１：５９．７２� １６３．３�
４８ ヤマニンノワゼット �３栗 ５６ 国分 優作土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４５２－ ２１：５９．９１� ８６．８�
５１０ ツクバライジンオー 牡３栗 ５６ 中谷 雄太荻原 昭二氏 高橋 祥泰 日高 中原牧場 ４６８± ０２：００．０� ２５９．４�
１１ テーオージュエル 牝３黒鹿５４ 小林慎一郎小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 ５０２＋ ２２：００．１� １７０．７�
３６ 	 リアライズニトロ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成工藤 圭司氏 森 秀行 英 Mrs A. K.

H. Ooi ４５０＋ ２２：００．２� ５６．９�
８１５ ブレッシングベル 牝３鹿 ５４ 伊藤 工真岡田 牧雄氏 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド B４５６＋ ４２：００．６２� ２２９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５１４，３００円 複勝： ６４，７２６，４００円 枠連： １２，５６４，６００円

馬連： ４７，８９０，３００円 馬単： ３６，９０５，９００円 ワイド： ２０，３８５，１００円

３連複： ５９，４９１，５００円 ３連単： １１５，９１５，４００円 計： ３７７，３９３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � ２２０円 枠 連（４－６） ５３０円

馬 連 �� ５５０円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ７４０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，６４０円 ３ 連 単 ��� １２，０６０円

票 数

単勝票数 計 １９５１４３ 的中 � １９６５８（３番人気）
複勝票数 計 ６４７２６４ 的中 � ４１０９５（３番人気）� ４０９０２６（１番人気）� ３６７５６（４番人気）
枠連票数 計 １２５６４６ 的中 （４－６） １７６００（２番人気）
馬連票数 計 ４７８９０３ 的中 �� ６４４５０（２番人気）
馬単票数 計 ３６９０５９ 的中 �� １６１５５（６番人気）
ワイド票数 計 ２０３８５１ 的中 �� １８８９１（２番人気）�� ６０６１（８番人気）�� １７２１７（３番人気）
３連複票数 計 ５９４９１５ 的中 ��� ２６８２１（５番人気）
３連単票数 計１１５９１５４ 的中 ��� ７０９６（３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．８―３７．６―５０．９―１：０３．８―１：１６．３―１：２９．２―１：４１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

レッドジャクソン �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１２．１．２８ 東京５着

２００９．３．２８生 牡３鹿 母 ブライアンマリア 母母 ホッポウマリア ２戦１勝 賞金 ５，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リアライズニトロ号・ブレッシングベル号は，平成２４年５月８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） ２頭 クラウンミストラル号・ビップパティエンス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第３回 中山競馬 第６日



０８０６３ ４月８日 晴 良 （２４中山３）第６日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０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

８１６ シ ム ー ン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム ４９４± ０１：１３．２ １２．９�

７１４ サクシナイト 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �グリーンファーム 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４６４－ ４１：１３．３� １．８�
４７ ラ ン ザ ン 牡３栗 ５６ 中谷 雄太中村 政勝氏 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 ４８２－ ２１：１３．６１� ３８．６�
７１３ コスモゴウテン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 前川 隆則 ４５８－ ４１：１３．８１� ２８．１�
８１５ エンシェントデイズ 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人山上 和良氏 中川 公成 新冠 イワミ牧場 ４９２－ ８１：１３．９� ２１７．２�
１１ コスモイズモ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 日高 浦新 徳司 ４７６＋１２１：１４．０� ８．８	
２４ トリッキーダンス 牝３鹿 ５４ 江田 照男吉田 和子氏 牧 光二 新ひだか 鳥井牧場 ５１４－ ６１：１４．２１ ４．１

３６ フクノサンデー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 ４７０－ ４ 〃 クビ ４０．７�
３５ スマイルアロット 牡３栗 ５６ 伊藤 工真西川 賢氏 鈴木 康弘 浦河 小倉牧場 ４５４＋ ４１：１４．３クビ １４１．４�
１２ ムーンベックカフェ 牡３栗 ５６ 武 幸四郎西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４９８＋１０１：１４．５１ １１．４
６１１ スピードリバイバル 牡３栗 ５６ 田中 勝春小林 英一氏 杉浦 宏昭 日高 出口牧場 ４８２－ ２１：１４．６� ６７．２�
５１０ ダ イ ア ン 牡３鹿 ５６ 森 泰斗西村 專次氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 B４４８＋ ２１：１４．７� ２００．９�

（船橋）

６１２ アークイクシオン 牡３黒鹿５６ 国分 優作門野 文典氏 清水 久詞 浦河 向別牧場 ４６０－ ４ 〃 ハナ ３１．２�
２３ リバーデュランダル 牡３栗 ５６ 石神 深一河越 武治氏 星野 忍 浦河 山春牧場 ３９４＋ ２１：１４．９１� １１６．０�
５９ ザ オ ウ ド ウ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治平本 敏夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４６２ ―１：１５．９６ ２１７．５�
４８ クライムバゴ 牡３黒鹿５６ 的場 勇人�三登 佐藤 全弘 新ひだか 光伸牧場 ４１６＋ ２ 〃 アタマ ３０４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，７２２，６００円 複勝： ３１，１８４，２００円 枠連： １８，０８５，６００円

馬連： ５０，９５８，１００円 馬単： ３９，３５４，７００円 ワイド： ２３，８６８，２００円

３連複： ６７，５４４，４００円 ３連単： １２０，８８２，３００円 計： ３７２，６００，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２９０円 複 勝 � ３００円 � １２０円 � ６１０円 枠 連（７－８） ９６０円

馬 連 �� １，０１０円 馬 単 �� ３，４００円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ３，８４０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ６，８００円 ３ 連 単 ��� ４７，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２０７２２６ 的中 � １２７４９（５番人気）
複勝票数 計 ３１１８４２ 的中 � ２１２１１（５番人気）� １０８３９５（１番人気）� ９０２６（９番人気）
枠連票数 計 １８０８５６ 的中 （７－８） １４００１（４番人気）
馬連票数 計 ５０９５８１ 的中 �� ３７２８８（４番人気）
馬単票数 計 ３９３５４７ 的中 �� ８５６６（１１番人気）
ワイド票数 計 ２３８６８２ 的中 �� １２２８５（４番人気）�� １４３５（３２番人気）�� ５５０８（１１番人気）
３連複票数 計 ６７５４４４ 的中 ��� ７３３９（２２番人気）
３連単票数 計１２０８８２３ 的中 ��� １８９６（１２４番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１１．８―１２．４―１２．４―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．２―３５．０―４７．４―５９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．２
３ １６（４，１４）１５（８，１３）７（３，６）（１，５，２）－１２－１１，１０－９ ４ １６－（４，１４）１５，１３，７（８，６，２）（３，１）５，１２，１１－１０－９

勝馬の
紹 介

シ ム ー ン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２０１２．３．１１ 中山７着

２００９．５．２８生 牡３鹿 母 デ ル タ ラ ヴ 母母 Love’s Exchange ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００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） １頭 ジャンピングタワー号
（非抽選馬） ２頭 カシノアゲート号・デリケートアーチ号
※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。

０８０６４ ４月８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４中山３）第６日 第４競走 ��３，２００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金４００万円超過馬は
超過額３００万円毎１�増
本 賞 １２，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，０００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円� コースレコード３：３１．０良・良

４５ ミラクルオブレナ 牡４黒鹿５９ 高野 和馬平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 ５２２＋ ２３：３４．８ ３．８�

７１０ ヒカリアライブ 牡６鹿 ６２ 西谷 誠�ヒカリクラブ 牧田 和弥 日高 中川牧場 ４３６－ ４３：３５．２２� ２．２�
１１ トウシンボルト 牡５黒鹿６０ 中村 将之�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４８６＋ ２３：３６．２６ ７．１�
７１１� クリノテンペスタ 牡５栗 ６０ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４７８＋ ６ 〃 クビ ２０．０�
６９ ハ ク サ ン 牡６黒鹿６０ 石神 深一篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４４４－ ４３：３６．３� ８．８�
３３ サーストンムーン 牡５鹿 ６０ 山本 康志齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 ４８２＋ ８３：３６．４クビ ８０．３�
５６ � モエレジンダイコ 牡７栗 ６０ 五十嵐雄祐坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 ４８６＋ ８３：３７．０３� ３４．４	
５７ ショウナンサミット 牡６栗 ６０ 平沢 健治国本 哲秀氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２－ ２３：３７．２１� ２１．６

８１２ スズマーシャル 牡６栗 ６０ 鈴木 慶太成田 隆好氏 小西 一男 三石 小河 豊水 ４７６＋ ８３：３８．０５ ８７．４�
６８ 	 エヒテンヴィーゼ 牡９鹿 ６０ 江田 勇亮真野 晃治氏 石毛 善彦 米 Dan Considine

& Andy Ritter ４６２＋ ２３：３９．０６ １６５．１�
４４ � ファイトシーン 牡８黒鹿６０ 田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５２＋ ２３：４９．０大差 ３１．５
８１３ メジロアマギ 牝４栗 ５７ 蓑島 靖典岩� 伸道氏 尾関 知人 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６４－ ２ （競走中止） ３０．８�
２２ トキノナスティア 牝６黒鹿６０ 横山 義行田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６６－ ２ （競走中止） １８．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，３９４，１００円 複勝： １９，８１９，０００円 枠連： １２，６３３，１００円

馬連： ３９，２８８，７００円 馬単： ３０，２６９，８００円 ワイド： １７，５７０，５００円

３連複： ５５，０３０，３００円 ３連単： １００，９６５，２００円 計： ２９０，９７０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（４－７） ３７０円

馬 連 �� ４１０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ３００円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ７３０円 ３ 連 単 ��� ３，２８０円

票 数

単勝票数 計 １５３９４１ 的中 � ３１９８１（２番人気）
複勝票数 計 １９８１９０ 的中 � ４４３９２（２番人気）� ４８８６４（１番人気）� ２６３２２（３番人気）
枠連票数 計 １２６３３１ 的中 （４－７） ２５７７１（１番人気）
馬連票数 計 ３９２８８７ 的中 �� ７０８２６（１番人気）
馬単票数 計 ３０２６９８ 的中 �� ２４４３１（２番人気）
ワイド票数 計 １７５７０５ 的中 �� ２８１０４（１番人気）�� １３３３０（２番人気）�� １２５０１（４番人気）
３連複票数 計 ５５０３０３ 的中 ��� ５５７４２（１番人気）
３連単票数 計１００９６５２ 的中 ��� ２２７２９（４番人気）

上り １マイル １：４６．２ ４F ５０．１－３F ３７．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミラクルオブレナ �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 ムタファーウエク デビュー ２０１０．１２．１２ 中山５着

２００８．２．２２生 牡４黒鹿 母 レ ナ リ ッ チ 母母 ミスキャサリン 障害：５戦２勝 賞金 ２６，０００，０００円
〔競走中止〕 トキノナスティア号は，１周目２号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

メジロアマギ号は，１周目２号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「トキノナスティア」号に触れ，転倒したため競走中止。
なお，同馬は疾病〔鼻出血〕を発症。

〔鼻出血による出走制限〕 メジロアマギ号は，平成２４年５月８日まで出走できない。
※出走取消馬 ボストンプラチナ号（疾病〔左肩跛行〕のため）



０８０６５ ４月８日 晴 良 （２４中山３）第６日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時１０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

１：５８．２
１：５６．１

良

良

８１７ サトノジュピター 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ２２：００．４ ２．５�
（大井）

６１２ マイネルヴェリタス 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 荻伏三好フ

アーム ４８４－ ４２：００．６１� １６．４�
８１６ ロンギングダンサー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４７６－ ６ 〃 クビ ２．１�
４８ チャードリー 牝３青鹿５４ 森 泰斗�G１レーシング 加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１６－ ６２：００．７� ５０．４�
（船橋）

３６ グランプレージョ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム ５００－ ６２：０１．１２� ９．０�
２３ マイネルツァウバー 牡３青鹿５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 コスモヴューファーム ４６４－ ２ 〃 クビ ４４．６	
５１０ エムエムロゼオ 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人加藤 雅一氏 小西 一男 新ひだか 西村 和夫 ４４２－ ８２：０１．５２� ３９．４

５９ トーセンネフティス 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム ４５４± ０ 〃 クビ ４１．５�
７１３ レディインラヴ 牝３黒鹿５４ 的場 勇人�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４３６＋ ２２：０１．６� ９５．０
１２ ライフハッカー 牡３栗 ５６ 石神 深一橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 日高 門別牧場 ４７２－ ４２：０１．８１� ３７４．８�
２４ キタサンパイロット 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�大野商事 清水 久詞 新ひだか 木田 祐博 ４６０＋ ４２：０１．９� ２１．９�
７１５ サニーサイレンス 牡３栗 ５６ 江田 照男宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４５２－ ４２：０２．２１� ６７．０�
３５ カシノレインボー 牝３芦 ５４

５１ ▲原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 日高 門別牧場 ４４４± ０２：０３．５８ ２４８．６�
１１ テイエムアカキリ 牝３栗 ５４

５１ ▲菅原 隆一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ４１２± ０２：０３．６� ３８５．５�
８１８ キシュウファイン 牝３芦 ５４ 中谷 雄太木村 昌三氏 尾形 充弘 日高 日西牧場 ４６２＋ ４２：０３．７クビ ２２４．３�
６１１ リネンヴィヴィッド 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 ５０６＋ ２２：０３．９１� １００．４�
７１４ ストロベリーフィズ 牝３鹿 ５４ 国分 優作�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４６－ ４ 〃 クビ ３６５．３�
４７ サンマルジャパン 牡３栗 ５６ 武 幸四郎相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 長浜 忠 ４６０＋ ２２：０４．２１� １９３．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，５８３，９００円 複勝： ４３，６６７，３００円 枠連： ２２，９４３，９００円

馬連： ５７，５０５，１００円 馬単： ４３，６９２，１００円 ワイド： ２６，０４６，４００円

３連複： ７５，４０８，６００円 ３連単： １５１，２０２，２００円 計： ４４６，０４９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � １１０円 枠 連（６－８） ８００円

馬 連 �� ２，３３０円 馬 単 �� ３，１７０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� １４０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ８５０円 ３ 連 単 ��� ７，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２５５８３９ 的中 � ８１６２９（２番人気）
複勝票数 計 ４３６６７３ 的中 � ９２５００（２番人気）� ２４３０５（４番人気）� １９７０２１（１番人気）
枠連票数 計 ２２９４３９ 的中 （６－８） ２１３２９（４番人気）
馬連票数 計 ５７５０５１ 的中 �� １８２６６（６番人気）
馬単票数 計 ４３６９２１ 的中 �� １０１８６（９番人気）
ワイド票数 計 ２６０４６４ 的中 �� ７５５８（６番人気）�� ７３２７８（１番人気）�� １１２４０（４番人気）
３連複票数 計 ７５４０８６ 的中 ��� ６５７６０（２番人気）
３連単票数 計１５１２０２２ 的中 ��� １４１１３（２０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１２．７―１２．５―１２．６―１１．９―１２．１―１１．８―１２．１―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．１―３５．８―４８．３―１：００．９―１：１２．８―１：２４．９―１：３６．７―１：４８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．５
１
３
１８－（１，２）５，１１，４（１０，１２）９（１３，１５）８，１４（６，１６）３，１７－７
１８（１，２）１２－（５，１０，１５）１６，８（１３，１７）４，３（９，１１）６（１４，７）

２
４
１８（１，２）（５，１２）（４，１１）（１０，１５）９，１３，８，１６（６，１４）（３，１７）７・（２，１２）１８（１，１０，１５）（５，８，１６）１７（４，１３）（９，３）６，１１－７－１４

勝馬の
紹 介

サトノジュピター �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１１．１２．３ 中山２着

２００９．３．３生 牝３鹿 母 アドマイヤテレサ 母母 ヒ ー ド ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 サニーサイレンス号の調教師谷原義明は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※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） １頭 マイネルレジェール号
（非抽選馬） ３頭 クリノエルヴィス号・ショウナンラピス号・トーセンガリレオ号
※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。

０８０６６ ４月８日 晴 良 （２４中山３）第６日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

７１２ コンサートレディ 牝３鹿 ５４
５１ ▲杉原 誠人平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 ４５６－ ６１：０８．２ ７８．３�

６１０ ダイワミストレス 牝３黒鹿５４ 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４６８－ ６１：０８．５２ ２．３�
２３ コスモアクセス 牝３栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム ４４４－ ４１：０８．７１� ７．２�
２２ アルベルトバローズ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ ４５．７�
４７ � ウィナーズマックス 牡３黒鹿５６ 吉田 豊山口 克己氏 大江原 哲 平取 山口 明彦 B４６４－ ２１：０８．８� １８．３�
８１４ ヘンリーフォンテン 牡３鹿 ５６ 江田 照男吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 ４６２－ ４１：０９．０１ ９２．５�
３５ ナムラシンシン 牝３栗 ５４ 武士沢友治奈村 信重氏 大和田 成 浦河 中島牧場 ４４０＋１２ 〃 クビ １０６．８	
８１５ サウスビクトル 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 ４４６± ０１：０９．１クビ ７．４

６１１ トランドネージュ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４６２－ ４ 〃 ハナ ３．４�
４６ マ ロ ン ク ン 牡３栗 ５６ 的場 勇人ケンレーシング組合 牧 光二 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 ４７６－ ４１：０９．２	 ２４．２�
５８ ルリシュブール 牡３鹿 ５６ 国分 優作加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 前川牧場 ４６６－ ４１：０９．４１� ３７．０
７１３ シゲルシバグリ 牡３栗 ５６ 鮫島 良太森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 高橋 修 ４８４＋１０ 〃 クビ ３０．７�
１１ ツクバヤマノオー 牡３青 ５６ 中谷 雄太荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５２８± ０１：０９．６１� １６６．５�
５９ 
 プレミールサダコ 牝３黒鹿５４ 森 泰斗津田 浩一氏 川島 正一 青森 清水 貞信 ４５０－１０１：０９．７� １４７．７�

（船橋） （船橋）

３４ コスモユキシマキ 牝３芦 ５４ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 新ひだか 秋田育成牧場 ４４０－１０ 〃 ハナ ３８．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，２８１，５００円 複勝： ４２，５２１，３００円 枠連： ２０，５９９，５００円

馬連： ６１，９１０，０００円 馬単： ４５，２０８，１００円 ワイド： ２７，１５８，４００円

３連複： ７６，１３９，８００円 ３連単： １４２，９０４，６００円 計： ４４２，７２３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，８３０円 複 勝 � ９６０円 � １４０円 � ２１０円 枠 連（６－７） １，５００円

馬 連 �� ８，２５０円 馬 単 �� ２４，５００円

ワ イ ド �� ２，５２０円 �� ４，９００円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １６，１１０円 ３ 連 単 ��� １５１，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２６２８１５ 的中 � ２６４８（１１番人気）
複勝票数 計 ４２５２１３ 的中 � ７８２６（１１番人気）� １１４０６９（１番人気）� ５１８７４（４番人気）
枠連票数 計 ２０５９９５ 的中 （６－７） １０１８２（５番人気）
馬連票数 計 ６１９１００ 的中 �� ５５４４（２２番人気）
馬単票数 計 ４５２０８１ 的中 �� １３６２（５７番人気）
ワイド票数 計 ２７１５８４ 的中 �� ２５２３（２６番人気）�� １２７９（４１番人気）�� １６９４０（３番人気）
３連複票数 計 ７６１３９８ 的中 ��� ３４８８（４４番人気）
３連単票数 計１４２９０４６ 的中 ��� ６９７（３２６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．１―１１．４―１１．６―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．６―４５．０―５６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３４．６
３ １５（６，１４）－（３，１２）９（１１，１０）１３（５，８）（１，４）７－２ ４ ・（６，１５）１４（３，１２）（１１，１０）９（５，１３，８）（１，４，７）２

勝馬の
紹 介

コンサートレディ �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２０１１．１１．５ 東京７着

２００９．４．２３生 牝３鹿 母 ホクトガーランド 母母 ミステリアスダンサー ６戦２勝 賞金 １３，５００，０００円
※出走取消馬 ディアジーローズ号（疾病〔右寛跛行〕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。



０８０６７ ４月８日 晴 良 （２４中山３）第６日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１０ ケイアイカミーリア 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田 三千雄 ４８２－ ４１：１２．６ ４．８�

７１１ フレンチミシル 牝４栗 ５５ 森 泰斗�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４７０＋ ４１：１２．７� ２０．６�
（船橋）

５６ ウエスタンレビュー 牝４黒鹿５５ 田中 勝春西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか 北西牧場 ４８８－ ４ 〃 クビ ２．６�
８１２ ハ ロ ー タ マ 牝４鹿 ５５ 江田 照男ニットー商事� 菊川 正達 新冠 斉藤 安行 ４４８＋ ４１：１３．０１� ２９．９�
５７ レッドアンジェリカ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２ 〃 アタマ １７．５�
４４ ニシノフェミニン 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲山崎 亮誠西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４５８± ０１：１３．２１ ６．６�
２２ ミエノグレース 牝５栗 ５５ 戸崎 圭太里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 B４９８± ０１：１３．４１� ５．２	

（大井）

６９ アイティクイーン 牝４栗 ５５ 三浦 皇成一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 ５０８＋１８１：１３．５� １７．０

１１ シルクミライ 牝５黒鹿５５ 吉田 豊有限会社シルク松山 将樹 浦河 福岡 光夫 ４７８＋ ４ 〃 アタマ １３．６�
８１３� ティルトウイング 牝４鹿 ５５ 国分 優作 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４２６＋ ２ 〃 ハナ ３８．７
４５ プ ロ ポ ー ズ 牝５鹿 ５５ 伊藤 工真河村 祥史氏 高橋 義博 浦河 吉田 又治 ４７４－ ２１：１３．７１� ６１．０�
３３ カシノスターライト 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 ４９８＋１２１：１３．８� ２５５．９�
６８ � チリトテシャン 牝６鹿 ５５ 的場 勇人安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 ４６０－ ２１：１４．７５ ２４１．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，５２８，７００円 複勝： ３７，９８４，８００円 枠連： １６，５５３，１００円

馬連： ６６，１２５，１００円 馬単： ４４，１６０，２００円 ワイド： ２５，０７１，１００円

３連複： ７４，９９６，７００円 ３連単： １３５，３２３，４００円 計： ４２２，７４３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １６０円 � ３７０円 � １４０円 枠 連（７－７） ３，９３０円

馬 連 �� ４，１００円 馬 単 �� ６，９３０円

ワ イ ド �� １，１１０円 �� ２８０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ３，１７０円 ３ 連 単 ��� ２８，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２２５２８７ 的中 � ３６９９３（２番人気）
複勝票数 計 ３７９８４８ 的中 � ６９４８８（２番人気）� １９２８０（６番人気）� ８６７４７（１番人気）
枠連票数 計 １６５５３１ 的中 （７－７） ３１１６（１７番人気）
馬連票数 計 ６６１２５１ 的中 �� １１９１７（１５番人気）
馬単票数 計 ４４１６０２ 的中 �� ４７０６（２１番人気）
ワイド票数 計 ２５０７１１ 的中 �� ５０６５（１４番人気）�� ２６４４３（１番人気）�� ６１７０（９番人気）
３連複票数 計 ７４９９６７ 的中 ��� １７４９４（８番人気）
３連単票数 計１３５３２３４ 的中 ��� ３５０７（８１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．２―１２．２―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．８―３６．０―４８．２―１：００．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイカミーリア �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．８．１５ 新潟１１着

２００７．２．２２生 牝５鹿 母 ワンダーキャット 母母 One Great Lady ２２戦２勝 賞金 ２８，６５０，０００円
〔制裁〕 ニシノフェミニン号の騎手山崎亮誠は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成２４年４月１４日から平成２４年

４月１５日まで騎乗停止。（２番への進路影響）
※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。

０８０６８ ４月８日 晴 良 （２４中山３）第６日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分 （ダート・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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１５ セレスロンディー 牡５青 ５７ 三浦 皇成岡 浩二氏 松永 幹夫 様似 澤井 義一 ４７６－ ２１：５５．１ １０．７�

７１３ ケイアイプログレス 牡５栃栗５７ 戸崎 圭太 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 新冠 隆栄牧場 ５１８± ０１：５５．５２� ９．１�
（大井）

７１２� テーオーダンシング �５鹿 ５７ 小林慎一郎小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 ５２４± ０１：５５．７１� ６．９�
６１１ メイショウドレイク 牡７黒鹿５７ 武 幸四郎松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５２２－ ４１：５５．８� １４．８�
４６ カネトシリープイン 牡４芦 ５７ 田中 勝春兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 B４７０－ ４１：５６．０１� ２１．３�
２２ トルバドゥール 牡４栃栗５７ 横山 典弘 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４８８－１０ 〃 クビ １．９	
３４ コ ア ヨ カ 牡４鹿 ５７ 江田 照男西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 中地 義次 ４９４＋ ２１：５６．１クビ ２２．２

２３ レッドオブガバナー 牡４鹿 ５７ 武士沢友治中谷 初子氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 頼嗣 ４９２－ ２ 〃 クビ １０１．２�
６１０ マイティージュニア 牡４黒鹿５７ 大庭 和弥本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５０２－ ４１：５６．２クビ １１９．７�
３５ � ルーナピエーナ 牝４栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人�樽さゆり氏 新開 幸一 日高 川島 良一 ４５０－ ２１：５６．５１	 ２７１．３
４７ レイナカスターニャ 牝４栗 ５５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B４８４－ ４１：５６．６	 ５４．６�
５９ ホ ク シ ン 牡４青鹿５７ 伊藤 工真中村 勝彦氏 高橋 祥泰 青森 扶桑牧場 B４７４＋ ６１：５６．７クビ ２２４．３�
１１ ダイワクレバー 牡４黒鹿５７ 柴田 大知大城 敬三氏 池上 昌弘 日高 下河辺牧場 ５２２－ ４１：５６．９１� ６．３�
８１４ シルクエスティーム 牡４黒鹿５７ 森 泰斗有限会社シルク星野 忍 新冠 山岡ファーム ４７４＋ ２１：５７．４３ １７０．１�

（船橋）

５８ ゴールドマッシモ 牝５鹿 ５５ 国分 優作磯波 勇氏 高木 登 浦河 駿河牧場 ４８０± ０１：５７．９３ １２５．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，４３９，４００円 複勝： ４２，８２６，３００円 枠連： ２１，２４３，９００円

馬連： ７４，１０１，６００円 馬単： ５３，８２５，３００円 ワイド： ２８，２６８，４００円

３連複： ８４，６９９，７００円 ３連単： １５９，５７４，４００円 計： ４８９，９７９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ３００円 � ２７０円 � ２００円 枠 連（７－８） １，４３０円

馬 連 �� ３，８００円 馬 単 �� ９，６７０円

ワ イ ド �� １，２３０円 �� １，０３０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ５，９３０円 ３ 連 単 ��� ４８，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２５４３９４ 的中 � １８８３９（５番人気）
複勝票数 計 ４２８２６３ 的中 � ３５１５９（５番人気）� ４０９５７（４番人気）� ６４２０３（２番人気）
枠連票数 計 ２１２４３９ 的中 （７－８） １１００２（６番人気）
馬連票数 計 ７４１０１６ 的中 �� １４４０５（１３番人気）
馬単票数 計 ５３８２５３ 的中 �� ４１１２（３０番人気）
ワイド票数 計 ２８２６８４ 的中 �� ５５４４（１６番人気）�� ６７３７（１１番人気）�� １１１０３（６番人気）
３連複票数 計 ８４６９９７ 的中 ��� １０５４６（２１番人気）
３連単票数 計１５９５７４４ 的中 ��� ２４１１（１４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３６．７―５０．５―１：０３．３―１：１６．４―１：２９．７―１：４２．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セレスロンディー �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．６．２１ 阪神４着

２００７．４．５生 牡５青 母 ロンドインディ 母母 アンブローシア １６戦３勝 賞金 ４５，４９４，０００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。



０８０６９ ４月８日 晴 良 （２４中山３）第６日 第９競走 ��１，８００�デ イ ジ ー 賞
発走１４時１５分 （芝・右）

牝，３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

１１ ダイワズーム 牝３栗 ５４ 横山 典弘大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４４８－ ４１：４８．０ ３．２�

８１２ ターフデライト 牝３青 ５４ 中谷 雄太�須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：４８．２１� ９．８�
７１０ サンキューアスク 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４９２＋ ８ 〃 クビ ５．０�
４５ ココロチラリ 牝３栗 ５４ 吉田 豊小林けい子氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４１：４８．３� １４．０�
６８ タンゴグラチア 牝３鹿 ５４ 田中 勝春諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３０－１４ 〃 クビ １８．２�
５６ トップスカーレット 牝３栗 ５４ 国分 優作林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４４４± ０１：４８．６１� １８．１�
２２ クラウディーハート 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成ディアレスト 田村 康仁 浦河 有限会社

松田牧場 ４６４－ ２１：４８．８１� ８．５	
５７ シャンボールフィズ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎 
社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４２０＋ ２ 〃 クビ ４．０�
３３ ジャストジョーイ 牝３芦 ５４ 武士沢友治�G１レーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４２６－ ２１：４８．９� ４０．５
４４ � マ イ イ ブ キ 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太早川 正行氏 米田 英世 日高 西野 春樹 ４１８－ ６１：４９．１１ １１２．３�

（大井） （大井）

７１１ フジドリーム 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥藤田 達男氏 清水 英克 新冠 イワミ牧場 ４０８－ ６１：４９．２� ３８．４�
６９ フジキラメキ 牝３鹿 ５４ 江田 照男荒木 誠氏 伊藤 伸一 新ひだか 前川 正美 ４６０＋ ２１：４９．５１� ５３．５�
８１３ バルスピュール 牝３黒鹿５４ 森 泰斗ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 ４４８－ ２１：４９．６� ８７．７�

（船橋）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３２，４０５，９００円 複勝： ５１，９０５，５００円 枠連： ２４，２４４，６００円

馬連： １０７，８４５，８００円 馬単： ６６，５３４，１００円 ワイド： ３７，２００，５００円

３連複： １１６，０６１，３００円 ３連単： ２１５，５７８，９００円 計： ６５１，７７６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � ２３０円 � １８０円 枠 連（１－８） １，３３０円

馬 連 �� １，４９０円 馬 単 �� ２，６７０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ３２０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ２，０１０円 ３ 連 単 ��� １０，６９０円

票 数

単勝票数 計 ３２４０５９ 的中 � ８２３６９（１番人気）
複勝票数 計 ５１９０５５ 的中 � １２９３７５（１番人気）� ４７５９０（５番人気）� ７５８７２（３番人気）
枠連票数 計 ２４２４４６ 的中 （１－８） １３５０５（４番人気）
馬連票数 計１０７８４５８ 的中 �� ５３５２５（４番人気）
馬単票数 計 ６６５３４１ 的中 �� １８４４８（７番人気）
ワイド票数 計 ３７２００５ 的中 �� １６３１７（５番人気）�� ３２１５４（１番人気）�� １２２０７（８番人気）
３連複票数 計１１６０６１３ 的中 ��� ４２７１５（２番人気）
３連単票数 計２１５５７８９ 的中 ��� １４８８８（１６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．３―１２．２―１２．５―１２．８―１２．１―１１．８―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３５．１―４７．３―５９．８―１：１２．６―１：２４．７―１：３６．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイワズーム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Capote デビュー ２０１１．１０．８ 東京４着

２００９．２．８生 牝３栗 母 フォルナリーナ 母母 プレイヤーホイール ８戦２勝 賞金 ２３，９９３，０００円
〔制裁〕 タンゴグラチア号の騎手田中勝春は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（７番・６番・５番への進路影

響）
※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。

０８０７０ ４月８日 晴 良 （２４中山３）第６日 第１０競走 ��
��１，６００�

す み だ が わ

隅 田 川 特 別
発走１４時５０分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．４．９以降２４．４．１まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

６９ ラインジェシカ 牝５栗 ５５ 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ５０２＋ ８１：３４．０ ２．４�

３３ マイネルゴラッソ 牡４栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム ４７２－ ４１：３４．１� ５．３�

５６ ブレイクナイン 牡６黒鹿５５ 江田 照男青山 洋一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 ４９６＋１６１：３４．３１� ４６．７�
７１０ オメガブレイン 牡４鹿 ５５ 森 泰斗原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６４－ ６ 〃 ハナ ５．３�

（船橋）

８１３ ラストメッセージ 牝４栗 ５２ 吉田 豊村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４３０＋１０１：３４．４� １５．４�
８１２ ザクリエイション 牡６黒鹿５４ 戸崎 圭太池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ５１０± ０ 〃 ハナ １９．３�

（大井）

４５ パープルタイヨー 牡６鹿 ５５ 国分 優作中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４４４－ ２ 〃 クビ ２４．７	
４４ モンテフジサン 牡５栗 ５８ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム ４９０＋１０ 〃 アタマ １１．４

５７ ローレルエルヴェル 牡７鹿 ５４ 杉原 誠人 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４６２－ ２１：３４．５クビ １０１．２�
２２ トゥザサミット 牡５鹿 ５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４５６－ ４ 〃 クビ ８．４
６８ レインスティック 牡５栗 ５６ 三浦 皇成 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４６６－１０１：３４．７１� ３２．７�
１１ トップキングダム 牡６栗 ５５ 大庭 和弥�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４７４± ０１：３５．０２ ２７．６�
７１１	 バージンサファイヤ 牝６鹿 ５０ 伊藤 工真泉 一郎氏 嶋田 潤 浦河 馬道 繁樹 ４４６－ ２ 〃 アタマ ２７２．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３４，５８８，５００円 複勝： ５４，８６７，９００円 枠連： ２８，６９７，４００円

馬連： １３５，９３０，６００円 馬単： ８１，８０２，０００円 ワイド： ４０，９００，７００円

３連複： １４５，８０１，３００円 ３連単： ２９４，５３２，０００円 計： ８１７，１２０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ９００円 枠 連（３－６） ６７０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� １，９３０円 �� ３，１５０円

３ 連 複 ��� ８，９１０円 ３ 連 単 ��� ３０，９６０円

票 数

単勝票数 計 ３４５８８５ 的中 � １１４６９４（１番人気）
複勝票数 計 ５４８６７９ 的中 � １５１１９５（１番人気）� ７９２１７（２番人気）� １０３２６（１１番人気）
枠連票数 計 ２８６９７４ 的中 （３－６） ３２０７１（１番人気）
馬連票数 計１３５９３０６ 的中 �� １４４５６４（１番人気）
馬単票数 計 ８１８０２０ 的中 �� ５６３６３（１番人気）
ワイド票数 計 ４０９００７ 的中 �� ３７９８５（２番人気）�� ４８３６（２６番人気）�� ２９１２（３８番人気）
３連複票数 計１４５８０１３ 的中 ��� １２０７９（３１番人気）
３連単票数 計２９４５３２０ 的中 ��� ７０２３（９９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．８―３５．６―４７．７―５９．６―１：１１．３―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．３―３F３４．４

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

勝馬の
紹 介

ラインジェシカ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．９．１３ 中山３着

２００７．４．７生 牝５栗 母 ウィーレジスタンス 母母 ウィーアワーズ ２５戦４勝 賞金 ８２，０２５，０００円
〔その他〕 トップキングダム号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トップキングダム号は，平成２４年６月８日まで出走できない。
※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。

１レース目



０８０７１ ４月８日 晴 良 （２４中山３）第６日 第１１競走
競馬学校開設３０周年記念

��
��１，２００�

しゅんらい

春雷ステークス
発走１５時３０分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，日本馬：５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過
額１，１００万円毎１�増，�：５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�
増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

１２ エーシンホワイティ 牡５鹿 ５６ 森 泰斗�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 ４９８＋ ４１：０８．４ １１．２�
（船橋）

６１１ キョウワマグナム 牡５鹿 ５６ 鮫島 良太�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 ５３６－２４ 〃 クビ ５．５�
７１４ スギノエンデバー 牡４鹿 ５５ 三浦 皇成杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４４４－ ４１：０８．５� ６．７�
５９ ブルーミンバー 牝７鹿 ５６ 横山 典弘諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２ 〃 ハナ ４．７�
３５ ベイリングボーイ 牡８栗 ５６ 柴田 大知冨沢 敦子氏 清水 久詞 浦河 浦河小林牧場 ４５８＋ ２１：０８．６クビ ２８．９�
８１６ アウトクラトール 牡７鹿 ５６ 伊藤 工真 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４８０± ０ 〃 クビ ５３．３	
２４ パ ド ト ロ ワ 牡５鹿 ５８ 戸崎 圭太吉田 照哉氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５２４＋ ３１：０８．８１ ４．４


（大井）

３６ ケイアイアストン 牡７鹿 ５８ 的場 勇人 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 静内 松田 三千雄 ４８４＋ ４ 〃 クビ ４７．４�
２３ エーシンリジル 牝５鹿 ５４ 田中 勝春�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４７２＋１２ 〃 ハナ ９．７�
４７ ショウナンカザン 牡７鹿 ５７ 柴田 善臣国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 B４８６－ ２１：０８．９	 ３５．３
１１ ツルマルネオ 
６鹿 ５６ 大庭 和弥鶴田 鈴子氏 石坂 正 日高 浜本牧場 ５０６＋ ４１：０９．０	 ３５．４�
４８ ロードバリオス 牡７青 ５７ 武 幸四郎 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４５２＋ ４ 〃 アタマ ３２．２�
７１３ ロビンフット 牡４青鹿５５ 武士沢友治桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 B５０８－ ６１：０９．１	 ７７．４�
５１０ アーリーロブスト 牡６鹿 ５７ 吉田 豊�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ５００－ ２１：０９．２� １０．３�
８１５ ジェイケイセラヴィ 
８鹿 ５８ 国分 優作小谷野次郎氏 中川 公成 静内 藤川フアーム ４９０± ０１：０９．６２	 ７８．５�
６１２ ランチボックス 牡７鹿 ５６ 中谷 雄太馬場 幸夫氏 牧 光二 静内 矢野牧場 ５４２± ０ 〃 アタマ ８９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，２４８，２００円 複勝： ６３，７１１，６００円 枠連： ５８，０７９，９００円

馬連： ２４９，７７８，０００円 馬単： １３５，５９０，８００円 ワイド： ６７，８６５，２００円

３連複： ３０３，２７８，４００円 ３連単： ５６７，７３７，０００円 計： １，４９１，２８９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ４００円 � ２４０円 � ２２０円 枠 連（１－６） ２，３６０円

馬 連 �� ２，９１０円 馬 単 �� ６，０６０円

ワ イ ド �� １，２４０円 �� １，４１０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ５，６５０円 ３ 連 単 ��� ３６，３３０円

票 数

単勝票数 計 ４５２４８２ 的中 � ３２１００（７番人気）
複勝票数 計 ６３７１１６ 的中 � ３７０６２（７番人気）� ７２７６７（４番人気）� ８２４７７（３番人気）
枠連票数 計 ５８０７９９ 的中 （１－６） １８１８９（１０番人気）
馬連票数 計２４９７７８０ 的中 �� ６３５１１（１２番人気）
馬単票数 計１３５５９０８ 的中 �� １６５３５（２７番人気）
ワイド票数 計 ６７８６５２ 的中 �� １３２５３（１４番人気）�� １１５６２（１９番人気）�� ２６７６３（４番人気）
３連複票数 計３０３２７８４ 的中 ��� ３９６３２（１８番人気）
３連単票数 計５６７７３７０ 的中 ��� １１５３５（１１５番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．１―１１．３―１１．４―１１．３―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．１―３４．４―４５．８―５７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．３―３F３４．０
３ １０（１１，１６，１４）９（４，６，１５，１２）（３，７，１３，８）（１，５）２ ４ ・（１０，１１）（９，１６）（６，１４）（４，１５，１２）（７，１３）（１，３，８）（５，２）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エーシンホワイティ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．６．２８ 阪神４着

２００７．３．２７生 牡５鹿 母 ライジングサンデー 母母 タレンテイドガール ２０戦５勝 賞金 １２６，６９７，０００円
〔制裁〕 アウトクラトール号の騎手伊藤工真は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（１３番・７番・３番・１番への進路影響）

ジェイケイセラヴィ号の騎手国分優作は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（１３番・７番・３番・１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。
（非当選馬） ２頭 シセイカグヤ号・ドリームバレンチノ号
（非抽選馬） ２頭 ゴールドアグリ号・ライステラス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０８０７２ ４月８日 晴 良 （２４中山３）第６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 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

８１５ ハンマープライス 牡６栗 ５７ 吉田 豊 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９４－１０１：１２．３ ４．０�

５８ � モエレデフィニット 牡５青鹿５７ 三浦 皇成山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 長手 猛 ４９６＋ ４ 〃 クビ ５．８�
４６ ア ヌ エ ヌ エ 牝５青鹿５５ 田中 勝春松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ４８４＋ ２１：１２．５１� ３０．９�
４７ ジャーグラット 牡４栗 ５７ 柴田 大知本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４３４－ ６１：１２．６� ２０．１�
８１４ エイコオウイング 牝４鹿 ５５ 横山 典弘木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４７２＋ ２１：１２．７クビ ３．３�
６１１ サ イ カ ニ ア 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太�ターフ・スポート木村 哲也 浦河 酒井牧場 ５０８－ ２１：１２．８� ５．２�

（大井）

３５ プロスペラスマム 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５２０＋ ６１：１２．９クビ ４８．２	
３４ � ネオファロス 牡７栗 ５７ 森 泰斗小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム B５００－ ２ 〃 ハナ ２２．２


（船橋）

１１ トウカイチャーム 牡４栗 ５７ 柴田 善臣内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム ４８２－ ２１：１３．２２ １４．２�
７１３ ピルケンハンマー 牡４鹿 ５７ 国分 優作尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５０６－ ２ 〃 同着 ２６．４�
７１２ マジックモーメント 牡７黒鹿５７ 的場 勇人藤井 謙氏 的場 均 浦河 日東牧場 ４６０＋１０１：１３．３� １２５．０
２３ ス パ ラ ー ト 牡６黒鹿５７ 江田 照男 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム B４５８＋ ２１：１３．８３ ２１．７�
２２ � スマートスパークル 牡６栗 ５７ 中谷 雄太栗本 博晴氏 高市 圭二 静内 グランド牧場 ４８２－１０１：１４．４３� ３６５．１�
５９ カシノアクセル 牡４鹿 ５７

５４ ▲山崎 亮誠柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 ４３０－ ４１：１４．６１� ３１２．８�
６１０� フラッパーミク 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 北光牧場 ４８２＋ ６１：１４．９１� ７０．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４６，５５４，６００円 複勝： ７０，００２，１００円 枠連： ４８，９２７，５００円

馬連： １６３，４６７，０００円 馬単： ９２，２３３，３００円 ワイド： ５５，３６９，１００円

３連複： １９２，２９５，０００円 ３連単： ３８３，５８６，７００円 計： １，０５２，４３５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １８０円 � ２００円 � ７８０円 枠 連（５－８） ５２０円

馬 連 �� １，１１０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ２，２８０円 �� ２，９００円

３ 連 複 ��� １２，５２０円 ３ 連 単 ��� ４６，１００円

票 数

単勝票数 計 ４６５５４６ 的中 � ９３８１６（２番人気）
複勝票数 計 ７０００２１ 的中 � １２６１５２（２番人気）� １０１４００（４番人気）� １７５０７（１０番人気）
枠連票数 計 ４８９２７５ 的中 （５－８） ７０４９４（２番人気）
馬連票数 計１６３４６７０ 的中 �� １０８９１３（４番人気）
馬単票数 計 ９２２３３３ 的中 �� ３５９５７（４番人気）
ワイド票数 計 ５５３６９１ 的中 �� ３７７５２（３番人気）�� ５６６０（３０番人気）�� ４４１２（３４番人気）
３連複票数 計１９２２９５０ 的中 ��� １１３３７（４５番人気）
３連単票数 計３８３５８６７ 的中 ��� ６１４１（１３９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．７―１２．３―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．８―４７．１―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハンマープライス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Storm Bird デビュー ２００９．２．７ 東京４着

２００６．３．１４生 牡６栗 母 ネットオークション 母母 Antique Auction ２０戦４勝 賞金 ４６，６８０，０００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。

４レース目



（２４中山３）第６日 ４月８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 １７７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

２０４，９６０，０００円
５，６６０，０００円
１，５６０，０００円
１８，７７０，０００円
６０，９９５，０００円
５，２０２，６００円
１，６９９，２００円

勝馬投票券売得金
３２９，８７８，４００円
５５０，８２９，５００円
２９６，２６８，２００円
１，１００，０１５，４００円
７００，２１８，３００円
３８８，８７１，３００円
１，３１０，０４３，７００円
２，４８８，２８２，６００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 ７，１６４，４０７，４００円

総入場人員 ３３，６７４名 （有料入場人員 ３１，０３９名）


