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０８０４９ ４月７日 晴 良 （２４中山３）第５日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５９ ニシノゴウヒメ 牝３栗 ５４ 松岡 正海西山 茂行氏 鈴木 伸尋 浦河 高昭牧場 ４９０－ ６１：５７．７ ３２．９�

６１２ ポ ッ プ イ ン 牝３鹿 ５４ 丸山 元気島田 久氏 小野 次郎 日高 今井牧場 ４２６＋ ６ 〃 クビ ７０．１�
２４ トランスレイション 牝３栗 ５４ 横山 典弘有限会社シルク鈴木 康弘 新ひだか 追分ファーム ４４０－ ２１：５８．０１� ９．５�
８１５ ロンギングトゥユー 牝３栗 ５４ 内田 博幸坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ４ 〃 アタマ ４．１�
７１３ ピュアダイヤモンド 牝３青鹿５４ C．デムーロ �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４５６＋ ２１：５８．２１ ８．４�

（伊）

３５ リアルファッション 牝３芦 ５４ 国分 優作有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４７６＋１０１：５８．３� ７６．７�
１１ ベルモントピース 牝３鹿 ５４ 石神 深一 �ベルモントファーム 和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム ４７６＋ ６１：５８．６２ ２１．９	
３６ キャリアハイ 牝３青鹿５４ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 日高 今井牧場 ４３８＋ ２１：５８．７クビ １５４．３

４７ チャイナキッス 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ４ 〃 クビ ４２．６�
７１４ シャングリラ 牝３栗 ５４ 吉田 豊田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４２４－ ２１：５８．８クビ ４．６�
１２ シーズザデイ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４５２－ ４ 〃 クビ ２２．４
４８ ミキノウインク 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太谷口 久和氏 保田 一隆 新ひだか 坂本 智広 ４１４＋ ６１：５９．１１� ２３４．６�
２３ コズミックガール 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 長浜 秀昭 ４２２± ０１：５９．２� １３５．５�
６１１ メイクイーン 牝３鹿 ５４ 田中 勝春伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４６８＋ ４１：５９．４１� ２８．６�
８１６ リネンロイヤル 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 ４１６－ ６２：０１．０１０ ２３０．３�
５１０ トーセンオーラ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド ４３２－ ４２：０１．４２� ２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，９５１，７００円 複勝： ３０，４１７，１００円 枠連： １４，３４５，６００円

馬連： ４６，７２５，９００円 馬単： ３１，３６７，５００円 ワイド： ２０，８６６，５００円

３連複： ６０，８６８，２００円 ３連単： ９６，４０４，９００円 計： ３１６，９４７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，２９０円 複 勝 � １，０４０円 � １，８２０円 � ２８０円 枠 連（５－６） ２，４１０円

馬 連 �� １１５，７２０円 馬 単 �� ２４８，９２０円

ワ イ ド �� ２２，５５０円 �� ３，３００円 �� ３，８８０円

３ 連 複 ��� ３１１，９５０円 ３ 連 単 ��� １，１４７，５３０円

票 数

単勝票数 計 １５９５１７ 的中 � ３８２３（９番人気）
複勝票数 計 ３０４１７１ 的中 � ７１８５（９番人気）� ３９６０（１２番人気）� ３３８５０（４番人気）
枠連票数 計 １４３４５６ 的中 （５－６） ４４０８（１３番人気）
馬連票数 計 ４６７２５９ 的中 �� ２９８（８７番人気）
馬単票数 計 ３１３６７５ 的中 �� ９３（１７２番人気）
ワイド票数 計 ２０８６６５ 的中 �� ２２５（８６番人気）�� １５６８（３２番人気）�� １３３１（３７番人気）
３連複票数 計 ６０８６８２ 的中 ��� １４４（２８９番人気）
３連単票数 計 ９６４０４９ 的中 ��� ６２（１３７６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１２．９―１３．９―１３．２―１２．６―１３．５―１３．３―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３７．５―５１．４―１：０４．６―１：１７．２―１：３０．７―１：４４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F４０．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

ニシノゴウヒメ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１２．３．１８ 中山１０着

２００９．３．１２生 牝３栗 母 ニシノマイヒメ 母母 デユプリシト 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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 タマモスキップ号
（非抽選馬） １頭 クリップザクロップ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０８０５０ ４月７日 晴 良 （２４中山３）第５日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

７１２ アードバーク 牡３鹿 ５６ 柴田 大知石川 幸司氏 保田 一隆 浦河 三栄牧場 ４５８＋ ２１：１３．１ １７６．１�

８１４ デルマビシャモン 牡３鹿 ５６ 石神 深一浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム B４４２＋ ２ 〃 クビ ２２４．０�
４７ サニースペシャル 牝３黒鹿５４ 津村 明秀宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４７０＋１０１：１３．３１� ３５．５�
６１０ ロードパルジファル 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 新開 幸一 浦河 山田 昇史 ４８８－ ２１：１３．４クビ ４．８�
３５ ツクバリューオー 牡３芦 ５６ 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 ５０６－１０ 〃 アタマ １．８�
６１１ カネトシミント 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 ５０８－ ６ 〃 クビ ５１．５�
５８ クリノハナミチ 牡３栗 ５６ 内田 博幸栗本 博晴氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 ４９６± ０１：１３．７１� ６．５	
８１５ カシノモンスター 牡３鹿 ５６ 池崎 祐介柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 日東牧場 ４８４± ０１：１３．８� ２０２．７

４６ ディープランマ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹深見 敏男氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 ４３０± ０１：１３．９� １５．９�
２３ カンタベリーママ 牝３鹿 ５４ 国分 優作峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４００± ０１：１４．０クビ ２３８．２�
１１ ブラックモア 牡３黒鹿５６ 吉田 豊宮崎 金造氏 石栗 龍彦 新冠 競優牧場 ４４８＋ ４１：１４．１� ３７．１
５９ スポーツコート 牡３青 ５６ 田辺 裕信田島榮二郎氏 中野 栄治 新ひだか 大平牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ ７．１�
２２ カシノグリーディ 牡３鹿 ５６ 丸山 元気柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 ５０６＋ ４１：１４．３１� １３９．６�
７１３ チンタジャティー 牝３鹿 ５４ 岩部 純二坂田 行夫氏 萱野 浩二 新ひだか 中村 和夫 ４３０－ ４１：１４．７２� ５０．０�
３４ シゲルキイチゴ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春森中 蕃氏 千田 輝彦 新ひだか 山田牧場 ４４０± ０１：１７．０大差 ２０１．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，９７８，２００円 複勝： ４５，５７８，３００円 枠連： １５，４５２，５００円

馬連： ４６，４４１，６００円 馬単： ３８，４８１，４００円 ワイド： ２０，８０７，７００円

３連複： ５８，９２９，５００円 ３連単： １１６，２１１，５００円 計： ３６１，８８０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７，６１０円 複 勝 � ５，５６０円 � ４，９８０円 � １，３９０円 枠 連（７－８） １３，８３０円

馬 連 �� ２３８，０２０円 馬 単 �� ３３４，１１０円

ワ イ ド �� ４３，３４０円 �� ２８，４４０円 �� １８，１８０円

３ 連 複 ��� ３，３４５，３９０円 ３ 連 単 ��� ７，１４７，０１０円

票 数

単勝票数 計 １９９７８２ 的中 � ８９４（１１番人気）
複勝票数 計 ４５５７８３ 的中 � ２１２５（１３番人気）� ２３７４（１２番人気）� ８８９６（７番人気）
枠連票数 計 １５４５２５ 的中 （７－８） ８２５（２２番人気）
馬連票数 計 ４６４４１６ 的中 �� １４４（９３番人気）
馬単票数 計 ３８４８１４ 的中 �� ８５（１５７番人気）
ワイド票数 計 ２０８０７７ 的中 �� １１８（９３番人気）�� １８０（８４番人気）�� ２８２（６６番人気）
３連複票数 計 ５８９２９５ 的中 ��� １３（４３４番人気）
３連単票数 計１１６２１１５ 的中 ��� １２（２１１２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．４―１２．２―１２．８―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３４．０―４６．２―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アードバーク �
�
父 ラスカルスズカ �

�
母父 Halling デビュー ２０１２．１．８ 中山１５着

２００９．５．１１生 牡３鹿 母 ドクターラヴ 母母 ガ ル チ ェ ス ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円

第３回 中山競馬 第５日



０８０５１ ４月７日 晴 良 （２４中山３）第５日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

１２ トーセンアスカ 牡３栗 ５６ 内田 博幸島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４５６－１０１：５６．６ ４．４�

７１４ ダッシュファイアー 牡３栗 ５６ 田中 勝春山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ５５６± ０ 〃 クビ ２．０�
６１１ サイレントキラー 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 酒井 秀紀 ４１２－ ６１：５７．５５ １１．３�
１１ ディアスピリトゥス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海�樽さゆり氏 菊川 正達 新冠 長浜牧場 B４５８± ０１：５７．６クビ １０．６�
８１５ ワイワイガヤガヤ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信小田切有一氏 粕谷 昌央 日高 大江牧場 ５２８＋ ４ 〃 クビ １２．２�
３６ ベニノツルギ 牡３黒鹿５６ 国分 優作�紅谷 中川 公成 日高 大沢育成牧場 ４５４－ ２１：５７．７� １３．６	
３５ トラストネモフィラ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司菅波 雅巳氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４７８＋ ２１：５８．０１� １３７．８

６１２ レジェンドスズラン 牡３栗 ５６ 津村 明秀鈴木 修平氏 鈴木 伸尋 新ひだか 荒谷 英俊 ５１０－ ６１：５８．１クビ ９０．７�
４８ リブストロング 牡３芦 ５６ 大庭 和弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 日高 豊洋牧場 ４６０＋ ２ 〃 クビ １５３．５�
７１３ ミ ヒ ロ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム ４４０＋ ２１：５８．２クビ ８１．１
５９ プリンシパル 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人�富川牧場 伊藤 伸一 日高 富川牧場 ４５２－ ６ 〃 アタマ ６５．１�
２３ キタノハヤブサ 牡３鹿 ５６ 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４９６－ ４ 〃 クビ １４２．０�
８１６ セントトーマス 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太田島榮二郎氏 大江原 哲 様似 小田 誠一 ５０８－ ４１：５８．４� ６１．６�
４７ マイネルソウル 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 ４８６－ ２１：５８．８２� ２２．２�
５１０ フ リ ザ ン テ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩林 正道氏 的場 均 新冠 ヒノデファーム ５１０＋ ４２：００．４１０ ８２．１�
２４ レッドマリー 牝３栗 ５４ C．デムーロ 元岡 治貴氏 小島 茂之 新ひだか 上村 清志 ４６０± ０２：０２．９大差 １９．９�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，０９８，３００円 複勝： ３１，９４４，９００円 枠連： １５，１９４，７００円

馬連： ５０，０８４，２００円 馬単： ３４，９６９，８００円 ワイド： ２１，５５０，２００円

３連複： ６３，３９３，８００円 ３連単： １０５，０９６，０００円 計： ３４２，３３１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � ２４０円 枠 連（１－７） ３３０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ８３０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，９４０円 ３ 連 単 ��� ９，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２００９８３ 的中 � ３６６９６（２番人気）
複勝票数 計 ３１９４４９ 的中 � ５１１７４（２番人気）� １０１５２９（１番人気）� ２４２９４（６番人気）
枠連票数 計 １５１９４７ 的中 （１－７） ３４８０１（１番人気）
馬連票数 計 ５００８４２ 的中 �� ６５３６８（１番人気）
馬単票数 計 ３４９６９８ 的中 �� ２０４４７（４番人気）
ワイド票数 計 ２１５５０２ 的中 �� ２４４２１（１番人気）�� ５６９５（８番人気）�� １１０５３（５番人気）
３連複票数 計 ６３３９３８ 的中 ��� ２４２０８（４番人気）
３連単票数 計１０５０９６０ 的中 ��� ８４６８（１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３７．４―５０．４―１：０３．１―１：１６．０―１：２９．５―１：４３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．５―３F４０．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンアスカ �
�
父 A.P. Indy �

�
母父 Exchange Rate デビュー ２０１２．３．１０ 中山６着

２００９．１．１４生 牡３栗 母 ア ー マ イ ン 母母 Red Mischief ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドマリー号は，平成２４年５月７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。
（非当選馬） １頭 タガノボックス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０８０５２ ４月７日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４中山３）第５日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０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 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３：１０．２良・良

２２ セ イ エ イ 牡４栗 ５９ 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 ５３０＋ ２３：１３．５ １１．６�

６１０� ロックバルーン 牡７栗 ６０ 横山 義行 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Lynch
Bages Ltd ４８２± ０３：１３．６� ２．５�

８１４ セクシイスイート 牝４鹿 ５７ 蓑島 靖典平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５０８＋ ２３：１４．６６ １７．７�
３４ ビルトミーアップ 牝７鹿 ５８ 平沢 健治飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４８２＋１６３：１５．２３� ８７．７�
１１ ネオポラリス �５栗 ６０ 石神 深一 �キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ８３：１５．４１	 ７５．７�
７１２ ケミカルチェンジ �４青鹿５９ 穂苅 寿彦 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ５００＋ ２ 〃 アタマ ４．２	
８１３
 モ ル エ ラ ン �７青鹿６０ 柴田 大知 �ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 ４８２＋ ６３：１５．８２� ５．９

７１１ マ サ デ パ ン 牡４黒鹿５９ 大庭 和弥加藤 信之氏 清水 美波 浦河 津島 優治 ４８６＋１６３：１５．９� ９９．２�
４５ オリオンザアルファ 牡５黒鹿６０ 鈴木 慶太平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 ４７８± ０３：１６．７５ ６４．６�
３３ エ ジ ソ ン 牡６栗 ６０ 五十嵐雄祐重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ５４２± ０ 〃 ハナ ９．１
６９ ヴィーヴァシャトル 牡６栗 ６０ 江田 勇亮芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 ４９８－ ８３：１６．８クビ ３０．４�
４６ 
 モエレマジックマン 牡７黒鹿６０ 大江原 圭坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 ５０６＋ ４３：１８．０７ １０３．９�
５７ ダイバーシティ �７鹿 ６０ 山本 康志 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム B４５４－ ２３：１９．２７ １１．１�
５８ シルクタイタン 牡６黒鹿６０ 池崎 祐介有限会社シルク古賀 慎明 日高 ヤナガワ牧場 ４８６＋ ２３：１９．６２� ８９．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，３５７，４００円 複勝： ２４，３００，６００円 枠連： １２，０７１，０００円

馬連： ３６，２２５，８００円 馬単： ２５，７２９，７００円 ワイド： １５，８２９，３００円

３連複： ５０，０２０，４００円 ３連単： ８２，３９６，０００円 計： ２６１，９３０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ２８０円 � １３０円 � ５３０円 枠 連（２－６） １，２００円

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� ３，７７０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� １，９８０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ６，３５０円 ３ 連 単 ��� ４２，５３０円

票 数

単勝票数 計 １５３５７４ 的中 � １０４７３（６番人気）
複勝票数 計 ２４３００６ 的中 � １９１１１（５番人気）� ７１７６２（１番人気）� ８７４７（８番人気）
枠連票数 計 １２０７１０ 的中 （２－６） ７４６５（４番人気）
馬連票数 計 ３６２２５８ 的中 �� ２１９３８（４番人気）
馬単票数 計 ２５７２９７ 的中 �� ５０４１（１４番人気）
ワイド票数 計 １５８２９３ 的中 �� ７４６６（４番人気）�� １８７５（２３番人気）�� ３６７８（１２番人気）
３連複票数 計 ５００２０４ 的中 ��� ５８１９（２１番人気）
３連単票数 計 ８２３９６０ 的中 ��� １４３０（１２９番人気）

上り １マイル １：４７．６ ４F ５１．１－３F ３８．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セ イ エ イ �
�
父 アルカセット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１０．９．１８ 札幌９着

２００８．４．２９生 牡４栗 母 ミルサジェス 母母 ブライアンマリア 障害：６戦１勝 賞金 １１，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ホクトスワン号



０８０５３ ４月７日 晴 良 （２４中山３）第５日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３５ エスペランサシチー 牡３芦 ５６ C．デムーロ �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 ４８４－ ２１：１２．６ １．７�
（伊）

４６ ソーラーインパルス 牡３黒鹿５６ 横山 典弘吉田 和美氏 新開 幸一 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５０２－１４１：１２．９２ ６．３�
８１４ ウインドグラス 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 雅 牧場 ４８２± ０１：１３．５３� ９．２�
２２ モンサンジュピター 牡３栗 ５６ 丸山 元気山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４９２＋ ４１：１３．６� ９．８�
７１２ サーストンマイアミ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 ４４４－ ８１：１３．７� ２４．１�
６１１ ヴ ァ ッ プ 牝３黒鹿５４ 柴田 大知�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B４４８－ ６１：１３．８� ７８．６	
５９ ゴーゴークリス 牡３青鹿５６ 石橋 脩加藤 泰章氏 松永 幹夫 日高 天羽牧場 ４４６－ ６１：１４．０１ ２６．１

８１５� フェザーステップ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊�リーヴァ 田島 俊明 米 Padua Sta-

bles, LLC ４３６－ ８１：１４．２１� １５．１�
１１ フレンチローズ 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人加藤 信之氏 小野 次郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４５０－ ２ 〃 クビ １８５．３�
３４ ヤマノクリスタル 牝３青鹿５４ 田辺 裕信山住 勲氏 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 ４６６＋ ４１：１４．４１� １２７．８
４７ トートモデルニスモ 牡３鹿 ５６ 国分 優作苅部康太郎氏 佐藤 全弘 新ひだか 原口牧場 B４６８＋１０ 〃 ハナ ２９７．３�
２３ � マイビビアーヌ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸ディアレスト 斎藤 誠 愛 Rabbah Blood-

stock Limited ４２４± ０１：１４．５クビ ８．５�
６１０ カシマフローラル 牝３黒鹿５４ 北村 宏司�カシマ 高市 圭二 むかわ 上水牧場 ４１６＋１０１：１５．７７ ２５８．９�
７１３ カンカラコモデケア 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人福田 光博氏 根本 康広 白老 社台牧場 ４４４－ ４ 〃 ハナ １８９．５�
５８ ア ッ テ ィ モ 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太桐谷 茂氏 星野 忍 日高 豊洋牧場 ４３４－ ２１：１７．０８ ３５６．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，３９０，７００円 複勝： ４１，７８２，９００円 枠連： １８，９６７，６００円

馬連： ５１，４９７，７００円 馬単： ４２，７１１，５００円 ワイド： ２２，１１８，４００円

３連複： ６７，９６８，０００円 ３連単： １３３，５０９，６００円 計： ４０１，９４６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １８０円 枠 連（３－４） ６２０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ３６０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� １，３６０円 ３ 連 単 ��� ４，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２３３９０７ 的中 � １０８７４５（１番人気）
複勝票数 計 ４１７８２９ 的中 � １８０９８０（１番人気）� ４５６９３（３番人気）� ４３７５５（４番人気）
枠連票数 計 １８９６７６ 的中 （３－４） ２２８３６（３番人気）
馬連票数 計 ５１４９７７ 的中 �� ５８６１９（２番人気）
馬単票数 計 ４２７１１５ 的中 �� ３５４３１（２番人気）
ワイド票数 計 ２２１１８４ 的中 �� ２２６９０（２番人気）�� １５４４７（４番人気）�� ６５３２（９番人気）
３連複票数 計 ６７９６８０ 的中 ��� ３６９３６（３番人気）
３連単票数 計１３３５０９６ 的中 ��� ２０００７（７番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．５―１１．４―１２．３―１２．８―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．２―３３．６―４５．９―５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．４―３F３９．０
３ １５，１１（３，５）（４，１４）２，７－（１，６）９－１０－１２，８－１３ ４ ・（１５，１１）５－３（２，４，１４）７－１，６－９－（１０，１２）＝８－１３

勝馬の
紹 介

エスペランサシチー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Red Ransom デビュー ２０１１．１１．１２ 東京２着

２００９．２．２３生 牡３芦 母 マミーブルーⅡ 母母 Blue Avenue ７戦１勝 賞金 １２，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アッティモ号は，平成２４年５月７日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０８０５４ ４月７日 晴 良 （２４中山３）第５日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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
１：３１．４

良

良

８１６ レ イ カ ー ラ 牝３鹿 ５４ C．デムーロ 下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ４２４－ ２１：３４．９ ３．７�
（伊）

５１０ マイネルスパイス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 長浜 忠 ４２２± ０１：３５．１１� ４．３�

３６ デジタルハーツ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩林 正道氏 的場 均 浦河 高村牧場 ４７０＋ ８１：３５．６３ ８．３�
８１５ ルミナススカイ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一小林 久義氏 中川 公成 日高 エンドレス

ファーム ４５６＋ ４ 〃 クビ ７．２�
２３ デカントラップ 牡３栗 ５６ 大庭 和弥池谷 誠一氏 栗田 徹 新ひだか 本桐牧場 ４６６－ ４１：３５．８１� ２９．９�
２４ エースドライバー �３鹿 ５６ 北村 宏司 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４５４－１０１：３５．９クビ １４．５	
６１２ エドノボルト 牡３青 ５６ 横山 義行遠藤 喜松氏 尾関 知人 日高 エンドレス

ファーム ４６４－ ６ 〃 ハナ １５４．９

４８ イ ル マ ー レ �３鹿 ５６ 柴田 善臣岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ３９０－ ６１：３６．０	 ５５．８�
１２ ダノンステラ 牝３青鹿５４ 津村 明秀�ダノックス 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６ ―１：３６．２１� ５７．６�
５９ シベリアンスパーブ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 ４７４－ ２１：３６．４１� ４．２
７１４ ジュドポーム 牝３鹿 ５４ 丸山 元気 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ４ 〃 アタマ ５１．７�
３５ ラインレイチェル 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４６２ ― 〃 ハナ ７３．６�
４７ ギムレトウショウ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４０ ―１：３６．５� １１４．７�
１１ ショウナンカプリス 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成�湘南 伊藤 大士 新冠 ムラカミファーム ４２２＋ ２１：３６．７１� ８０．８�
７１３ ハギノグラシアス 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８＋１２１：３７．５５ １９．１�
６１１ コトブキセンプウ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎尾上 松壽氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 B４８２＋ ６１：４５．６大差 １２１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，２６９，１００円 複勝： ４２，４７３，４００円 枠連： ２３，５４９，０００円

馬連： ５８，２２６，５００円 馬単： ３５，５２１，５００円 ワイド： ２５，２５０，２００円

３連複： ７０，６７０，９００円 ３連単： １１８，６７１，０００円 計： ３９７，６３１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ２６０円 枠 連（５－８） ２５０円

馬 連 �� ９９０円 馬 単 �� １，８５０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ８７０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ２，９３０円 ３ 連 単 ��� １１，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２３２６９１ 的中 � ４９７０６（１番人気）
複勝票数 計 ４２４７３４ 的中 � ６９８２３（３番人気）� ８１５６４（１番人気）� ３５５９４（５番人気）
枠連票数 計 ２３５４９０ 的中 （５－８） ７１７６２（１番人気）
馬連票数 計 ５８２２６５ 的中 �� ４３６２７（３番人気）
馬単票数 計 ３５５２１５ 的中 �� １４１９０（４番人気）
ワイド票数 計 ２５２５０２ 的中 �� １６２６０（３番人気）�� ６８８２（１０番人気）�� ７５７６（９番人気）
３連複票数 計 ７０６７０９ 的中 ��� １７８１３（７番人気）
３連単票数 計１１８６７１０ 的中 ��� ７７０９（１９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．８―１２．５―１２．４―１１．７―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．４―４７．９―１：００．３―１：１２．０―１：２３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．６

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

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

勝馬の
紹 介

レ イ カ ー ラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１２．２．４ 東京３着

２００９．４．２０生 牝３鹿 母 カーラパワー 母母 Jabali ２戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コトブキセンプウ号は，平成２４年５月７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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 コンドッティエーレ号・メイジストリーム号・ローマンクィーン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０８０５５ ４月７日 晴 良 （２４中山３）第５日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０分（番組第８競走を順序変更） （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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３３ �� ソンガヴァッツォ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司吉田 和美氏 大竹 正博 米 Woodford Thor-
oughbreds, LLC. ５４０＋２２１：１１．４ ４．３�

８８ リ ン ゴ ッ ト 	４栗 ５７ 田辺 裕信吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５１８－ ４ 〃 クビ ３４．９�
８９ クリノトルネード 牡４栗 ５７ 三浦 皇成栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 B４８０＋ ６ 〃 ハナ １４．２�
１１ � セイウンオウサム 牡５芦 ５７ 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.

Maguire ５２０－ ２１：１１．９３ ２．１�
４４ トーセンナスクラ 牡４黒鹿５７ 田中 勝春島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４７０＋ ２１：１２．１１ １７．２�
５５ プリティーマッハ 牡４芦 ５７ 内田 博幸越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 ４５０－ ２１：１２．２
 ９．７�
２２ リンガスクリフ 牡４栗 ５７ 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４９８－ ６ 〃 クビ ７．７	
７７ オ リ ジ ン 	４鹿 ５７ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 桑田フアーム ４６６＋ ４ 〃 ハナ ６．９

６６ ウインイマジン 牡４栗 ５７ 津村 明秀�ウイン 高橋 祥泰 日高 オリオンファーム B４６６＋ １１：１２．９４ １５５．７�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２７，５１８，２００円 複勝： ４２，１０５，２００円 枠連： １３，８２３，２００円

馬連： ５４，１７６，８００円 馬単： ４２，８７５，９００円 ワイド： ２４，２５５，２００円

３連複： ６４，５６４，４００円 ３連単： １６２，０８７，０００円 計： ４３１，４０５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � ２３０円 � ８９０円 � ４２０円 枠 連（３－８） １，９３０円

馬 連 �� ７，８３０円 馬 単 �� １４，０７０円

ワ イ ド �� ２，３９０円 �� ８６０円 �� ３，０７０円

３ 連 複 ��� ２３，８２０円 ３ 連 単 ��� １３５，１７０円

票 数

単勝票数 計 ２７５１８２ 的中 � ５１６１０（２番人気）
複勝票数 計 ４２１０５２ 的中 � ５７４３３（２番人気）� １０７３５（８番人気）� ２５９７４（６番人気）
枠連票数 計 １３８２３２ 的中 （３－８） ５３０６（９番人気）
馬連票数 計 ５４１７６８ 的中 �� ５１１２（２２番人気）
馬単票数 計 ４２８７５９ 的中 �� ２２４９（４３番人気）
ワイド票数 計 ２４２５５２ 的中 �� ２４５８（２３番人気）�� ７３０９（１３番人気）�� １８９６（２６番人気）
３連複票数 計 ６４５６４４ 的中 ��� ２００１（５０番人気）
３連単票数 計１６２０８７０ 的中 ��� ８８５（２７５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．８―１２．３―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．８―４７．１―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
ソンガヴァッツォ 

�
父 Songandaprayer 

�
母父 Dixieland Heat

２００８．４．２７生 牡４鹿 母 Xtra Heat 母母 Begin ２戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
初出走 JRA

０８０５６ ４月７日 晴 良 （２４中山３）第５日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１４時００分（番組第７競走を順序変更） （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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１４ カフェシュプリーム 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５０４－ ６１：１１．５ １．６�

７１３� サクラインザスカイ 牡３栗 ５６ 内田 博幸�さくらコマース牧 光二 新ひだか 山田牧場 ４５４－ ４１：１２．３５ ５．１�
３６ ロードナイト 牝３鹿 ５４ 田中 勝春山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４５４－ ４１：１２．４� ６１．９�
５１０ トウカイアストロ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム ４８４－ ２ 〃 アタマ １９．４�
８１６ サンセルマン 牡３黒鹿５６ 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 ４４８－ ２１：１２．５クビ ５４．４�
１１ フォルテリコルド 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１８－ ４１：１２．６� １３７．４	
３５ ヒカルヨコハマ 牡３栗 ５６ 横山 典弘高橋 光氏 高市 圭二 登別 登別上水牧場 ４８４± ０ 〃 クビ ２２．１

８１５ トウショウブーム 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０２－ ４１：１２．７クビ ２３．２�
４８ フェアリーガーデン 牝３鹿 ５４ 福永 祐一田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 ４３４＋ ２ 〃 ハナ １７．０�
６１２ ジョーオリオン 牡３栗 ５６ 吉田 豊上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４６４± ０ 〃 同着 ９．９
４７ � エスプレッソ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司山本 武司氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 ４４４－ ６１：１３．２３ １９３．７�
１２ スピーディードータ 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 ４４８－ ４ 〃 クビ ６３．３�
５９ ケ ビ ン ド ゥ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信井上 一郎氏 伊藤 大士 日高 いとう牧場 ４５８＋ ２１：１３．５１� １９．４�
２３ キ タ ル フ ァ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 土田 扶美子 ４２６＋ ２１：１３．８２ １２３．８�
６１１� カインドギフト 牝３栗 ５４ 大庭 和弥吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 ４７０± ０１：１４．０１� ３３７．７�

（１５頭）
２４ タニセンジャッキー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４７２＋ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２７，７２５，１００円 複勝： ５９，０４６，２００円 枠連： ３２，８１９，８００円

馬連： ５１，７２０，９００円 馬単： ３９，３４５，３００円 ワイド： ２３，８５２，１００円

３連複： ５４，５１１，９００円 ３連単： １０４，２４９，６００円 計： ３９３，２７０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ６８０円 枠 連（７－７） ４００円

馬 連 �� ３８０円 馬 単 �� ４８０円

ワ イ ド �� １９０円 �� １，２７０円 �� ３，３２０円

３ 連 複 ��� ５，０９０円 ３ 連 単 ��� １１，８８０円

票 数

単勝票数 差引計 ２７７２５１（返還計 ２８５４３） 的中 � １４１２３１（１番人気）
複勝票数 差引計 ５９０４６２（返還計 ６７９９１） 的中 � ３３０３１７（１番人気）� ７８０７５（２番人気）� ８７５３（１０番人気）
枠連票数 差引計 ３２８１９８（返還計 ４１０） 的中 （７－７） ６１７０２（１番人気）
馬連票数 差引計 ５１７２０９（返還計２４３０１３） 的中 �� １０２４０７（１番人気）
馬単票数 差引計 ３９３４５３（返還計１５６９１１） 的中 �� ６０５０３（１番人気）
ワイド票数 差引計 ２３８５２１（返還計 ８１８１３） 的中 �� ４０８８９（１番人気）�� ３９６７（１２番人気）�� １４６１（３５番人気）
３連複票数 差引計 ５４５１１９（返還計４０３５０１） 的中 ��� ７９１８（１５番人気）
３連単票数 差引計１０４２４９６（返還計７１５０６５） 的中 ��� ６４７８（３４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．２―１２．２―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．８―４６．０―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフェシュプリーム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Stravinsky デビュー ２０１１．９．１８ 中山１着

２００９．３．３生 牡３鹿 母 カフェララルー 母母 Careless Kitten ４戦２勝 賞金 １７，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔競走除外〕 タニセンジャッキー号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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） ３頭 ヴェルテュ号・オオタニジムチョウ号・コウユーサムライ号



０８０５７ ４月７日 曇 良 （２４中山３）第５日 第９競走 ��１，８００�
の じ ま ざ き

野 島 崎 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

５６ ラ ブ フ ー ル 牝５黒鹿５５ 吉田 豊小林竜太郎氏 梅田 智之 池田 新田牧場 ４７２－ ６１：４８．１ １１．０�

２２ クリスマスキャロル 牝５栗 ５５ 秋山真一郎 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４４４－ ８ 〃 クビ １５．９�
７１１ ソウルフルヴォイス 牝５鹿 ５５ 内田 博幸吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２１：４８．２クビ ２．５�
８１３ クラックシード 牝５黒鹿５５ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６－ ６１：４８．４１� ４．５�
５７ トレノエンジェル 牝５栗 ５５ 田辺 裕信廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ５００± ０ 〃 クビ １６．２�
１１ セレブリティ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４８０＋ ２１：４８．５� ６７．２�
６８ メイショウスズラン 牝５栗 ５５ 石橋 脩松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 ４８８－ ４１：４８．７� １０８．２	
６９ サンレガーロ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４１４－ ４１：４８．８� １４．６

８１２ ハイタッチクイーン 牝５栗 ５５ 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ４４８－ ２ 〃 クビ １３．０�
４５ アオゾラペダル 牝６黒鹿５５ 柴田 大知小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２１：４８．９クビ ４６．２�
７１０ ケープタウンシチー 牝７青 ５５ C．デムーロ 友駿ホースクラブ 池上 昌弘 門別 富川田中牧場 ４７２－ ２ 〃 アタマ ６．１�

（伊）

３３ ア カ リ 牝６栗 ５５ 福永 祐一山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 B４６０－ ２ 〃 クビ ２４．７�
４４ ミッキーレモン 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム ４７４－ ４１：４９．２２ ３７．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３４，８０４，８００円 複勝： ６４，５９１，２００円 枠連： ２７，４０７，６００円

馬連： １１０，２５１，１００円 馬単： ６４，４９９，９００円 ワイド： ４０，４９９，２００円

３連複： １２５，９８１，１００円 ３連単： ２３７，５３６，４００円 計： ７０５，５７１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ２８０円 � ３４０円 � １３０円 枠 連（２－５） ３，８８０円

馬 連 �� ６，１３０円 馬 単 �� １２，６４０円

ワ イ ド �� １，７４０円 �� ６００円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ３，４３０円 ３ 連 単 ��� ５１，１１０円

票 数

単勝票数 計 ３４８０４８ 的中 � ２５０６１（４番人気）
複勝票数 計 ６４５９１２ 的中 � ４８６５４（４番人気）� ３７８８２（５番人気）� １９６４３３（１番人気）
枠連票数 計 ２７４０７６ 的中 （２－５） ５２１８（１４番人気）
馬連票数 計１１０２５１１ 的中 �� １３２８７（２２番人気）
馬単票数 計 ６４４９９９ 的中 �� ３７６６（４３番人気）
ワイド票数 計 ４０４９９２ 的中 �� ５４５６（２３番人気）�� １７５２２（４番人気）�� １３６４７（５番人気）
３連複票数 計１２５９８１１ 的中 ��� ２７１４８（１０番人気）
３連単票数 計２３７５３６４ 的中 ��� ３４３０（１５１番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．３―１２．０―１２．４―１１．７―１１．７―１１．７―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２５．０―３７．０―４９．４―１：０１．１―１：１２．８―１：２４．５―１：３６．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ ブ フ ー ル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１０．５．１６ 新潟３着

２００７．２．２４生 牝５黒鹿 母 サブリナシューズ 母母 リトルハーモニー １５戦４勝 賞金 ５１，０１７，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０８０５８ ４月７日 曇 良 （２４中山３）第５日 第１０競走 ��
��２，２００�

わんがん

湾岸ステークス
発走１５時１０分 （芝・右・外）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

５６ アドマイヤラクティ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２２：１３．８ ３．０�

７１０ サトノエンペラー 牡６鹿 ５７ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８６－ ２ 〃 クビ ５．７�
２２ マコトギャラクシー 牡５栃栗５７ 石橋 脩尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４６６± ０２：１４．０１� ６．３�
７９ オーシャンブルー 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４３２－ ２２：１４．１クビ ４．６�
４４ � ウォークラウン 牡６鹿 ５７ 松岡 正海加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates ５２２＋ ２２：１４．３１ １７．４�
６７ ゴールドブライアン 牡４青鹿５７ 吉田 豊杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４４６－１０２：１４．４� １２４．６�
５５ ザサンデーフサイチ 牡８黒鹿５７ 秋山真一郎林 進氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ４ 〃 ハナ ５２．１	
６８ ポケッタブルゲーム 	７栗 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４６８－ ４２：１４．５クビ １５．２

８１２ ニシノメイゲツ 牡５青鹿５７ 田辺 裕信西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４５８－ ２２：１４．６
 ３２．９�
１１ チュウワプリンス 牡６黒鹿５７ 福永 祐一中西 忍氏 大久保龍志 静内 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８－ ２２：１４．７
 ２３．１�
８１１ ギンザボナンザ 牝５青 ５５ C．デムーロ 有馬 博文氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５６± ０２：１５．０１
 １４．３

（伊）

３３ ヤマニンエルブ 牡５栗 ５７ 柴田 善臣土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 ４６２± ０２：１５．８５ １３．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３８，７８２，６００円 複勝： ６４，８９６，７００円 枠連： ２８，４２３，２００円

馬連： １３１，７５３，７００円 馬単： ７０，８２８，７００円 ワイド： ４１，１０８，０００円

３連複： １３５，８４８，５００円 ３連単： ２６５，９４７，９００円 計： ７７７，５８９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（５－７） ３２０円

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ３４０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １，４６０円 ３ 連 単 ��� ５，８６０円

票 数

単勝票数 計 ３８７８２６ 的中 � １０４９２２（１番人気）
複勝票数 計 ６４８９６７ 的中 � １６０８７１（１番人気）� ９４４８９（２番人気）� ９２３１６（４番人気）
枠連票数 計 ２８４２３２ 的中 （５－７） ６７２１１（１番人気）
馬連票数 計１３１７５３７ 的中 �� １２４０５８（２番人気）
馬単票数 計 ７０８２８７ 的中 �� ４００８３（２番人気）
ワイド票数 計 ４１１０８０ 的中 �� ３６１８６（１番人気）�� ３０５５２（３番人気）�� １７０５４（６番人気）
３連複票数 計１３５８４８５ 的中 ��� ６８９５３（３番人気）
３連単票数 計２６５９４７９ 的中 ��� ３３５３５（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２４．５―３７．３―４９．８―１：０２．５―１：１４．９―１：２７．２―１：３８．９―１：５０．４―２：０２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．９
１
３
３－１０（１，１２）４，１１，５，６（８，９）－２，７
３，１０，１２（１，４）１１，５（８，６）－９（７，２）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤラクティ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１０．１１．１４ 京都２着

２００８．２．２０生 牡４鹿 母 アドマイヤテレサ 母母 ヒ ー ド １２戦４勝 賞金 ６７，７３５，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０８０５９ ４月７日 曇 良 （２４中山３）第５日 第１１競走 ��
��１，６００�第３０回ニュージーランドトロフィー（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （NHKマイルカップトライアル） （芝・右・外）

牡・牝，３歳；負担重量は，馬齢重量
ベイオブプレンティレーシングクラブ賞・ニュージーランド航空賞（１着）

賞 品
本 賞 ５２，０００，０００円 ２１，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，８００，０００円 ５，２００，０００円
付 加 賞 １，１７６，０００円 ３３６，０００円 １６８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

２４ カレンブラックヒル 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６６－ ４１：３３．２ ３．７�

２３ セイクレットレーヴ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム ４６８－ ２１：３３．６２� ５．０�
３５ ブライトライン 牡３青 ５６ 安藤 勝己�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０６± ０ 〃 ハナ ６．１�
８１６ オ リ ー ビ ン 牡３栗 ５６ C．デムーロ 吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５６－ ８１：３３．８１ ５．４�

（伊）

１１ サドンストーム 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６０－１２１：３３．９� ９．１�

８１５ ホーカーテンペスト 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４８６－ ４ 〃 ハナ ４６．２	
６１１ レオンビスティー 牡３鹿 ５６ 国分 優作備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４８２± ０ 〃 クビ １３．８

６１２ マイネルアトラクト 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム ５１２± ０１：３４．０� １８．９�
１２ バ ン ザ イ 牡３栗 ５６ 松岡 正海幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム ４８４－１０ 〃 クビ １８．９�
４８ ヴィンテージイヤー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B４９６－１２ 〃 アタマ ２３．１
４７ フェスティヴタロー 牡３栗 ５６ 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 ４８２＋ ２１：３４．１クビ ４８．７�
５１０ ロードラディアント 牡３鹿 ５６ 丸山 元気 �ロードホースクラブ 牧 光二 日高 中川 浩典 ４８０± ０１：３４．３１� ３５．７�
７１３ キ ズ マ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８４＋ ２１：３４．７２� ７９．３�
５９ コスモルーシー 牝３黒鹿５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 高野 友和 浦河 惣田 英幸 ４３６＋ ４１：３４．９１� １２１．２�
７１４ テイエムハエンカゼ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４５０－ ６１：３５．２１� ２１８．０�
３６ チャンピオンヤマト 牡３鹿 ５６ 吉田 豊坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 八木 常郎 ４５８－ ２１：３５．８３� ８５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８３，９７３，８００円 複勝： １３０，５０８，７００円 枠連： ８６，３５３，７００円

馬連： ３８８，１６５，７００円 馬単： １９９，９０４，７００円 ワイド： １１４，５２１，６００円

３連複： ４７８，２１８，６００円 ３連単： ８８３，６１５，９００円 計： ２，３６５，２６２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � ２００円 枠 連（２－２） １，１８０円

馬 連 �� １，０９０円 馬 単 �� ２，１５０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ５５０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，９８０円 ３ 連 単 ��� ９，０８０円

票 数

単勝票数 計 ８３９７３８ 的中 � １８０９８７（１番人気）
複勝票数 計１３０５０８７ 的中 � ２３３４２８（１番人気）� ２０３５０３（３番人気）� １６１２６５（４番人気）
枠連票数 計 ８６３５３７ 的中 （２－２） ５４２４８（５番人気）
馬連票数 計３８８１６５７ 的中 �� ２６５１４０（１番人気）
馬単票数 計１９９９０４７ 的中 �� ６８６２８（１番人気）
ワイド票数 計１１４５２１６ 的中 �� ６５８１２（１番人気）�� ５１２２５（４番人気）�� ５３９７３（３番人気）
３連複票数 計４７８２１８６ 的中 ��� １７８６５８（１番人気）
３連単票数 計８８３６１５９ 的中 ��� ７１８２２（３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．３―１１．６―１２．０―１１．７―１２．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２２．７―３４．０―４５．６―５７．６―１：０９．３―１：２１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．６

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

カレンブラックヒル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Grindstone デビュー ２０１２．１．２１ 京都１着

２００９．２．１９生 牡３黒鹿 母 チャールストンハーバー 母母 Penny’s Valentine ３戦３勝 賞金 ６８，９９８，０００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 オコレマルーナ号・ニシノスタイル号
（非抽選馬） １頭 プレミアムブルー号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりカレンブラックヒル号・セイクレットレーヴ号・ブライトライン号は，NHKマイルカップ（GⅠ）競走に優先出
走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０８０６０ ４月７日 曇 良 （２４中山３）第５日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３４ ゴールドアカデミー 牡６栗 ５７ 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B４９２－ ４１：５４．３ １０．０�

８１５ ケイジーウィンザー 牡４栗 ５７ 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４８６－ ４ 〃 クビ ４０．３�
５８ � トレノソルーテ 	６鹿 ５７ 大庭 和弥戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５３２－ ６１：５４．４クビ ２０．５�
７１３ ゴールドロジャー 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成�ターフ・スポート高木 登 新冠 村田牧場 ４９２－ ４ 〃 ハナ ２６．５�
８１４ ヤマタケディガー 牡６栗 ５７ 丸山 元気山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４５８－ ４ 〃 クビ ７．２�
４６ エーシンテンモク 牡５鹿 ５７ 石橋 脩�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 築紫 洋 ４９０－ ６１：５４．５
 ３．４	
２３ サクラヒストリー 牡６鹿 ５７ 松岡 正海�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ５２８－ ４１：５４．７１ ４．２

２２ タイキジャガー 牡６鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８２－ ４１：５４．８� ７５．７�
４７ � コスモナダル 牡６黒鹿５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

４６０－ ２１：５４．９クビ １９．９�
３５ ナムラエメラルド 牝４鹿 ５５ 横山 典弘奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４５８＋ ２ 〃 クビ １４．４
７１２ ロジスプリング 牡５栗 ５７ 内田 博幸久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４７６＋１０１：５５．１１ ５．２�
１１ ウ イ ン ク 牝７鹿 ５５ 国分 優作河� 五市氏 石毛 善彦 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４７４－１２１：５５．３１ １２４．３�
６１０ グ ラ ン ス 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣吉田 千津氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５２－１２１：５５．８３ ６２．８�
６１１� レ ア メ タ ル 牡６栗 ５７ 中谷 雄太�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 丸村村下

ファーム B４８４＋ ８１：５６．１２ １７８．０�
５９ ロードエフォール 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 ４８６＋ ６１：５６．２クビ ５３．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４５，０８５，０００円 複勝： ７０，８５１，２００円 枠連： ４２，９０９，３００円

馬連： １４１，９４４，３００円 馬単： ８１，３９６，５００円 ワイド： ５４，０７０，５００円

３連複： １７４，２５０，６００円 ３連単： ３３３，３８８，０００円 計： ９４３，８９５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ３３０円 � １，２３０円 � ６６０円 枠 連（３－８） ２，２９０円

馬 連 �� ２１，０８０円 馬 単 �� ４０，５７０円

ワ イ ド �� ４，６６０円 �� ２，７１０円 �� １１，６５０円

３ 連 複 ��� １４８，３３０円 ３ 連 単 ��� １，１０３，３２０円

票 数

単勝票数 計 ４５０８５０ 的中 � ３５６４７（５番人気）
複勝票数 計 ７０８５１２ 的中 � ６３６９４（５番人気）� １３９５８（１０番人気）� ２７５９４（９番人気）
枠連票数 計 ４２９０９３ 的中 （３－８） １３８８５（１１番人気）
馬連票数 計１４１９４４３ 的中 �� ４９７０（４９番人気）
馬単票数 計 ８１３９６５ 的中 �� １４８１（９５番人気）
ワイド票数 計 ５４０７０５ 的中 �� ２８５７（４５番人気）�� ４９７８（３１番人気）�� １１３０（７８番人気）
３連複票数 計１７４２５０６ 的中 ��� ８６７（２４１番人気）
３連単票数 計３３３３８８０ 的中 ��� ２２３（１４８９番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．１―１２．３―１２．９―１２．６―１２．６―１２．５―１２．８―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．８―３７．１―５０．０―１：０２．６―１：１５．２―１：２７．７―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドアカデミー �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー ２００８．９．２１ 中山６着

２００６．４．１０生 牡６栗 母 ロイヤルウェーブ 母母 シヤダイウエーブ １８戦４勝 賞金 ３８，５９０，０００円
〔発走状況・騎手変更〕 レアメタル号は，枠内駐立不良〔突進〕。騎手田中勝春は負傷のため中谷雄太に変更。検量のやり直しの

ため発走時刻１５分遅延。



（２４中山３）第５日 ４月７日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７２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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２６４，７４０，０００円
２，０８０，０００円
７，０００，０００円
２，５４０，０００円
２４，０４０，０００円
６０，５４３，５００円
５，４１８，８００円
１，６５１，２００円

勝馬投票券売得金
３７５，９３４，９００円
６４８，４９６，４００円
３３１，３１７，２００円
１，１６７，２１４，２００円
７０７，６３２，４００円
４２４，７２８，９００円
１，４０５，２２５，９００円
２，６３９，１１３，８００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 ７，６９９，６６３，７００円

総入場人員 ２３，５２７名 （有料入場人員 ２１，７０１名）


