
09093 4月14日 晴 良 （25中山3）第8日 第9競走 ��
��2，000�

か の う ざ ん

鹿 野 山 特 別
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，24．4．14以降25．4．7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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．2
1：56．1

良
良

813 オメガブレイン 牡5鹿 55 内田 博幸原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464－ 81：59．7 12．1�
812� レオプログレス 牡8青 55 田辺 裕信�レオ 萱野 浩二 様似 清水 誠一 464± 01：59．8	 16．2�
44 ニシノボレロ 牡4青鹿54 吉田 豊西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 482－ 21：59．9
 19．1�
33 � ユウターウェーヴ 牡6栗 54 田中 勝春北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 492－ 42：00．0	 18．8�
11 コアレスドラード 牡5栗 56 武 豊小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 446－ 42：00．1
 3．7�
69 オリエンタルジェイ 牡6黒鹿56 北村 宏司棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 504－ 4 〃 ハナ 3．6	
45 マイネルシュライ 牡5青 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B498± 02：00．31� 5．1


711 マイネソルシエール 牝5栗 52 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 476± 02：00．4
 74．3�

710 フェイルノート �6青鹿54 A．シュタルケ �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム 522－ 2 〃 クビ 10．0
（独）

22 ゴーゴーヒュウガ 牡5鹿 54 勝浦 正樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 北海道静内農業高等学校 466± 02：00．61� 129．0�
57 � トーセンインディ 牝5芦 52 江田 照男島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 442＋ 2 〃 クビ 44．9�
56 タイセイグルーヴィ 牡4鹿 56 蛯名 正義田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 470± 0 〃 ハナ 8．6�
68  セイウンリファイン 牡7鹿 53 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones 496－ 82：01．13 288．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 33，193，900円 複勝： 58，789，300円 枠連： 25，009，700円
馬連： 126，671，200円 馬単： 67，600，100円 ワイド： 44，043，200円
3連複： 141，436，300円 3連単： 247，678，600円 計： 744，422，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 400円 � 460円 � 490円 枠 連（8－8） 5，130円

馬 連 �� 7，550円 馬 単 �� 16，340円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 2，990円 �� 3，720円

3 連 複 ��� 40，420円 3 連 単 ��� 246，020円

票 数

単勝票数 計 331939 的中 � 21693（6番人気）
複勝票数 計 587893 的中 � 39556（6番人気）� 34003（7番人気）� 31603（8番人気）
枠連票数 計 250097 的中 （8－8） 3600（20番人気）
馬連票数 計1266712 的中 �� 12388（30番人気）
馬単票数 計 676001 的中 �� 3054（59番人気）
ワイド票数 計 440432 的中 �� 4604（28番人気）�� 3630（36番人気）�� 2901（40番人気）
3連複票数 計1414363 的中 ��� 2583（100番人気）
3連単票数 計2476786 的中 ��� 743（597番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．4―12．0―12．7―12．5―12．1―11．4―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．4―35．8―47．8―1：00．5―1：13．0―1：25．1―1：36．5―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．6
1
3
13，10（3，12）4（11，5）－6，2，8，7，9－1
13，10（3，12）（4，5）（11，6）（2，9）（7，8）1

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

勝馬の
紹 介

オメガブレイン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．11．6 東京1着

2008．5．27生 牡5鹿 母 オメガグレイス 母母 エリンバード 24戦4勝 賞金 57，594，000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。

09094 4月14日 晴 良 （25中山3）第8日 第10競走 ��
��1，200�

けいよう

京葉ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，24．4．14以降25．4．7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 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

714 スノードラゴン 牡5芦 55 蛯名 正義岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 504± 01：10．9 4．8�
611 フィールドシャイン 牡6栗 53 戸崎 圭太地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 480－ 6 〃 クビ 74．2�
510 ブライトライン 牡4青 56 川田 将雅�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 526± 01：11．0� 14．9�
24 マルカバッケン 牡6鹿 57 横山 典弘河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム 486－ 21：11．21� 3．4�
816 シセイオウジ 牡6栗 55 和田 竜二猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 460＋ 61：11．41� 10．8�
48 エクセルシオール 牡4栗 55 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－101：11．5� 15．7	
612 メイショウツチヤマ 牡6鹿 54 A．シュタルケ 松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 484－ 81：11．7	 49．0


（独）

11 スリーボストン 牡6鹿 56 武 豊永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 504－ 61：11．8	 8．3�
59 デュアルスウォード 牡5黒鹿56 内田 博幸 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478± 01：11．9� 8．2
12 ハッピーカオル 牡6青 54 田中 勝春芝山 香氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 458－ 21：12．0	 50．4�
713
 アーリーデイズ �6鹿 54 C．デムーロ 加藤 守氏 中竹 和也 米 George

Pruette 466－ 4 〃 アタマ 80．9�
（伊）

35 ダッシャーワン 牡5栗 55 浜中 俊芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 496± 01：12．1クビ 8．9�
815 ゴールドバシリスク 牡6鹿 54 三浦 皇成居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 506± 01：12．31� 165．9�
47 ニシオドリーム 牡5黒鹿54 吉田 豊西尾 午郎氏 鹿戸 明 浦河 中島牧場 494＋ 8 〃 クビ 59．6�
36 サダムグランジュテ 牝5鹿 53 福永 祐一大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B482＋ 41：13．15 15．4�
23 ラフレーズカフェ 牝4青鹿53 小牧 太西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 480－ 21：13．84 45．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，717，700円 複勝： 95，226，200円 枠連： 43，809，100円
馬連： 198，328，000円 馬単： 101，654，100円 ワイド： 70，207，100円
3連複： 231，850，800円 3連単： 383，986，000円 計： 1，179，779，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 230円 � 1，720円 � 560円 枠 連（6－7） 6，920円

馬 連 �� 17，700円 馬 単 �� 26，200円

ワ イ ド �� 5，090円 �� 1，840円 �� 10，130円

3 連 複 ��� 76，430円 3 連 単 ��� 422，330円

票 数

単勝票数 計 547177 的中 � 89887（2番人気）
複勝票数 計 952262 的中 � 133367（2番人気）� 12457（14番人気）� 42033（9番人気）
枠連票数 計 438091 的中 （6－7） 4677（26番人気）
馬連票数 計1983280 的中 �� 8272（46番人気）
馬単票数 計1016541 的中 �� 2864（80番人気）
ワイド票数 計 702071 的中 �� 3377（51番人気）�� 9591（22番人気）�� 1683（82番人気）
3連複票数 計2318508 的中 ��� 2239（188番人気）
3連単票数 計3839860 的中 ��� 671（1022番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．5―11．9―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．8―46．7―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．1
3 8，11，10，1（9，14）16，7（2，12）4（5，3）13，15－6 4 8，11，10，1，14（9，16）（7，12）（2，4）－（13，5，3）－15，6

勝馬の
紹 介

スノードラゴン �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2010．8．28 新潟2着

2008．4．6生 牡5芦 母 マイネカプリース 母母 ダイナカプリ 22戦6勝 賞金 122，889，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 メイショウツチヤマ号の騎手柴田善臣は，負傷のためA．シュタルケに変更。
〔制裁〕 ハッピーカオル号の騎手田中勝春は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：4番）

スノードラゴン号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 サダムグランジュテ号は，向正面で砂をかぶり，頭を上げ，前進気勢を欠いたことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の23頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）23頭 アドマイヤサガス号・エアハリファ号・エイシンサクセス号・エベレストオー号・エーシンミズーリ号・

ガンダーラ号・コウセイコタロウ号・サクラシャイニー号・シェアースマイル号・シゲルソウウン号・スエズ号・
タイセイシュバリエ号・タマモトッププレイ号・トウショウブリッツ号・トキノフウジン号・トップカミング号・
トーホウチェイサー号・ナガラオリオン号・ハノハノ号・ブラボースキー号・フリートストリート号・
マルカベンチャー号・ラフアウェイ号

※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。

２レース目


