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０８０７３ ４月１４日 雨 不良 （２４中山３）第７日 第１競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５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

６９ スターライラック 牝３鹿 ５４ 丸山 元気庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 ４６６－ ２１：５５．３ ３．０�

７１２ ファーマジェンヌ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 ４９２＋ ２１：５５．７２� ４．５�
６１０ パッシフローラ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４２６－ ２１：５５．９１� ６．５�
１１ アファーブル 牝３栗 ５４ 横山 典弘飯田 政子氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４５２－ ２１：５６．９６ ３．７�
３４ アドリアーネ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知石川 一義氏 保田 一隆 新ひだか ダイイチ牧場 ４２２＋ ６１：５７．５３� ４０．３�
８１４ ニンファエア 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信吉田 和美氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ５４８ ― 〃 クビ １３．０�
４６ コトブキハレスガタ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成尾上 松壽氏 松山 将樹 新ひだか 下屋敷牧場 ４４６－ ８１：５７．６� １５．６	
３３ ジーガースズラン 牝３栗 ５４ 二本柳 壮�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 ４８０± ０１：５８．０２� １７９．５

７１１ スギノアンフィニー 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４４８－ ４１：５８．２１� ３１．６�
８１３ クラウンミストラル 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行矢野 悦三氏 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 ４８０－１８１：５８．６２� ８４．６�
２２ クリップザクロップ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４０２± ０１：５９．２３� ４３．８�
５８ エ ビ ー タ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司石川 達絵氏 小笠 倫弘 新ひだか 水上 習孝 ４０４± ０１：５９．３クビ ７８．９�
５７ ピュアサクセス 牝３青鹿５４ 田中 勝春長谷川清英氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４５２－ ６２：００．０４ ６２．０�
４５ エルトウショウ 牝３栗 ５４ 武士沢友治トウショウ産業 戸田 博文 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４０－１０ （競走中止） １１６．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，６６６，６００円 複勝： ２８，４５９，２００円 枠連： １３，１９７，３００円

馬連： ４５，９４７，９００円 馬単： ３１，５０５，１００円 ワイド： １９，７１２，１００円

３連複： ６１，３０２，２００円 ３連単： ９６，６００，４００円 計： ３１２，３９０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � １９０円 枠 連（６－７） ４４０円

馬 連 �� ５８０円 馬 単 �� １，０１０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ３９０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，０９０円 ３ 連 単 ��� ３，９４０円

票 数

単勝票数 計 １５６６６６ 的中 � ４２５４１（１番人気）
複勝票数 計 ２８４５９２ 的中 � ８３１０４（１番人気）� ４２５９５（３番人気）� ３２７８８（４番人気）
枠連票数 計 １３１９７３ 的中 （６－７） ２２３２６（２番人気）
馬連票数 計 ４５９４７９ 的中 �� ５９００３（２番人気）
馬単票数 計 ３１５０５１ 的中 �� ２３２０５（１番人気）
ワイド票数 計 １９７１２１ 的中 �� ２３１７９（１番人気）�� １１９１５（４番人気）�� １０４１０（５番人気）
３連複票数 計 ６１３０２２ 的中 ��� ４１８７７（２番人気）
３連単票数 計 ９６６００４ 的中 ��� １８１１１（４番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．０―１３．６―１３．３―１２．７―１２．９―１２．８―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．８―３８．４―５１．７―１：０４．４―１：１７．３―１：３０．１―１：４２．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スターライラック �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１２．２．１８ 東京８着

２００９．３．７生 牝３鹿 母 ライラックノカオリ 母母 アイテイスター ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 エルトウショウ号は，競走中に疾病〔右第１指骨開放骨折〕を発症したため３コーナーで競走中止。

０８０７４ ４月１４日 雨 不良 （２４中山３）第７日 第２競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

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

８１５ リバティーアゲイン 牡３青鹿５６ 田辺 裕信阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 ４７６± ０１：１２．１ ２．９�

３６ ハルピュイア 牝３芦 ５４ 内田 博幸�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４３６－ ４１：１２．４１� １２．８�
４７ ベルモントフェスタ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント

ファーム ５４８－ ８ 〃 ハナ １．８�
２３ 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± ０１：１２．６１� ２１．７�
５１０ 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 ４４４－ ４１：１２．７� ３１．９�
６１１ セレブレートサマー 牝３栗 ５４ 小坂 忠士柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４５６－ ２１：１３．０１� ２１２．９�
６１２ ダイワフランク 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣大城 敬三氏 田中 剛 新ひだか 折手牧場 ５１２－１０１：１３．３１� ３１．９	
７１４ タイタンフォンテン 牡３栗 ５６ 丸山 元気吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中神牧場 ４６８＋ ２１：１３．７２� ６７．６

２４ ロ マ ン チ カ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成井上 久光氏 高市 圭二 新冠 浜口牧場 ４１４＋ ４１：１３．８クビ ２６．８�
４８ カシノアゲート 牡３黒鹿５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 村下農場 B４６８＋ ８ 〃 ハナ １５７．０�
１２ ラブソングフォナナ 牝３栗 ５４ 石橋 脩藤井 謙氏 浅野洋一郎 浦河 日東牧場 ４４８－ ６１：１４．３３ １６１．５
１１ ナ ム ー ン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治奈村 睦弘氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 ４５８± ０１：１４．５１� ２１５．４�
８１６ キャラメリゼ 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士有限会社シルク畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４３６－ ２１：１４．６クビ ８７．４�
３５ アキノセイレン 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人穐吉 正孝氏 菊沢 隆徳 浦河 大西ファーム ４５８－１０１：１４．８１� ９０．６�
５９ クリノハルダンジ 牡３青鹿５６ 横山 義行栗本 博晴氏 成島 英春 日高 横井 哲 ４６０－ ２ 〃 ハナ ３０４．２�
７１３ バトルブラーヴォウ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海宮川 秋信氏 武藤 善則 新ひだか 飛野牧場 ４９４－ ２１：１５．３３ １６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５２６，５００円 複勝： ４７，８０４，３００円 枠連： １５，５２７，５００円

馬連： ４８，１７３，３００円 馬単： ４０，０６６，６００円 ワイド： ２１，６２３，３００円

３連複： ６３，５０２，４００円 ３連単： １２０，４４４，４００円 計： ３７５，６６８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � １１０円 枠 連（３－８） １，４５０円

馬 連 �� １，６４０円 馬 単 �� ２，４６０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� １３０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ５７０円 ３ 連 単 ��� ５，２６０円

票 数

単勝票数 計 １８５２６５ 的中 � ５０８４２（２番人気）
複勝票数 計 ４７８０４３ 的中 � １１５２４５（２番人気）� ２８１７７（３番人気）� ２４２５７６（１番人気）
枠連票数 計 １５５２７５ 的中 （３－８） ７９２２（６番人気）
馬連票数 計 ４８１７３３ 的中 �� ２１８０９（４番人気）
馬単票数 計 ４００６６６ 的中 �� １２０５２（５番人気）
ワイド票数 計 ２１６２３３ 的中 �� １２０８９（３番人気）�� ５９３５８（１番人気）�� １４８３２（２番人気）
３連複票数 計 ６３５０２４ 的中 ��� ８３１０９（１番人気）
３連単票数 計１２０４４４４ 的中 ��� １６９１６（１４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．５―１１．６―１２．２―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２２．９―３４．５―４６．７―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リバティーアゲイン �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．９．３ 新潟６着

２００９．４．２３生 牡３青鹿 母 シルキーアゲイン 母母 ビワナタシュカ ８戦１勝 賞金 ９，５００，０００円
〔制裁〕 ナムーン号の騎手武士沢友治は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（４番・２番への進路影響）

ベルモントフェスタ号の騎手北村宏司は，決勝線手前での御法について平成２４年４月２１日から平成２４年４月２２日まで騎
乗停止。

第３回 中山競馬 第７日



０８０７５ ４月１４日 雨 不良 （２４中山３）第７日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１１ ト キ ノ ユ ウ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４３４± ０１：５５．５ ２５．７�

５５ レッドアヴァロン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 浜本牧場 B４８８± ０ 〃 クビ ５．５�
８１２ モエレアンバサダー 牡３鹿 ５６ 丸山 元気中村 和夫氏 小笠 倫弘 新ひだか 中村 和夫 B４９０－１０１：５５．９２� ６．６�
３３ チアフルウェルカム 牡３栗 ５６ 内田 博幸吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：５６．１１� ２．７�
７１０ ケイアイホクト 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 村上牧場 ４６２－ ４１：５６．８４ ３．５�
２２ ダイワパーチェス 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ５０２－ ８ 〃 クビ ９．５�
６８ リアルアビリティー 牡３芦 ５６ 嘉藤 貴行	ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ハクツ牧場 B４７２－ ２１：５７．０１� １９２．４

１１ エーミングハイ 牡３栗 ５６ 柴田 大知�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ５１０＋ ２１：５７．１� ７４．９�
４４ モリトリジョイス 牝３鹿 ５４ 武士沢友治石橋 忠之氏 小桧山 悟 新ひだか 広田牧場 ４０８－ ４１：５７．２クビ ２１９．４�
７９ スノービアンコ 牡３芦 ５６ 田辺 裕信山田美喜男氏 小桧山 悟 新ひだか 友田牧場 ４７８＋ ６１：５７．４１� ７０．９
５６ レスタースクエア 牡３栗 ５６ 柴田 善臣前田 幸治氏 田中 剛 日高 新井 昭二 ５１２＋ ６１：５７．７１� ６６．３�
６７ マクロバニヤン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝津村 靖志氏 萩原 清 新冠 松浦牧場 ５１４ ―１：５８．０１� １６．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，２５９，１００円 複勝： ２９，７８２，３００円 枠連： １１，３８７，９００円

馬連： ４７，９１４，６００円 馬単： ３７，３６５，６００円 ワイド： １８，９５８，４００円

３連複： ６０，２０４，１００円 ３連単： １１７，２６１，０００円 計： ３４０，１３３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５７０円 複 勝 � ５４０円 � ２００円 � ２４０円 枠 連（５－８） １，２２０円

馬 連 �� ４，９７０円 馬 単 �� １２，３００円

ワ イ ド �� １，２５０円 �� １，５９０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ６，７３０円 ３ 連 単 ��� ７４，７４０円

票 数

単勝票数 計 １７２５９１ 的中 � ５３０４（７番人気）
複勝票数 計 ２９７８２３ 的中 � １２０５７（７番人気）� ４４６７６（３番人気）� ３５２７６（５番人気）
枠連票数 計 １１３８７９ 的中 （５－８） ６８９２（７番人気）
馬連票数 計 ４７９１４６ 的中 �� ７１１５（１６番人気）
馬単票数 計 ３７３６５６ 的中 �� ２２４３（３５番人気）
ワイド票数 計 １８９５８４ 的中 �� ３６５４（１５番人気）�� ２８３５（１７番人気）�� ８３９６（８番人気）
３連複票数 計 ６０２０４１ 的中 ��� ６６０９（２１番人気）
３連単票数 計１１７２６１０ 的中 ��� １１５８（１８４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．７―３７．８―５１．２―１：０４．２―１：１７．０―１：２９．８―１：４２．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ト キ ノ ユ ウ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１１．１０．１６ 東京１３着

２００９．４．２２生 牡３鹿 母 イシノスティール 母母 プラチナウェーブ ５戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔発走状況〕 ダイワパーチェス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

０８０７６ ４月１４日 雨 不良 （２４中山３）第７日 第４競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１１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

３６ ブエノディオス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ４６８＋ ４１：１２．２ ９．０�

４８ ボ ナ ン ザ 牡３芦 ５６ 三浦 皇成平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４６２－ ６１：１２．４１� ４．４�
３５ アルマサント 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信コウトミックレーシング 高木 登 日高 渋谷 健作 ４７８± ０１：１２．５� １１．７�
５１０ マリントウショウ 牝３青鹿５４ 石橋 脩トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５６± ０１：１２．６� １５．０�
６１２ ホープマイスター 牡３栗 ５６ 松岡 正海久保 博文氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B４４２－ ４１：１３．０２� ４．６�
４７ メモリアビアンカ 牝３芦 ５４ 吉田 豊有限会社シルク奥平 雅士 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４２４－ ２１：１３．１� ３５．１�
６１１ エ ゾ ム サ シ 牡３青鹿５６ 柴田 大知瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 ４６４－ ２１：１３．３１� ４．１	
１２ パリーナチャン 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行
松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４４６－ ６１：１３．４クビ ５０．０�
８１５ オリエンタルポリー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司棚網 基己氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４５２＋１０１：１３．７１� ９．４�
８１６ カシノペンダント 牝３栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 諏訪牧場 ４４０± ０１：１４．３３� ９８．２
２４ ベルウッドハピネス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 岡田スタツド B４６２± ０１：１４．４クビ ６６．１�
７１３ シュターケン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治石川 幸司氏 保田 一隆 浦河 三栄牧場 ４２４－ ４１：１４．８２� １３４．７�
７１４ チクシタイショウ 牡３鹿 ５６ 丸山 元気木稲 安則氏 嶋田 潤 新冠 木稲牧場 ４３６＋ ２１：１６．２９ １６３．１�
２３ タマモレディ 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B４３２± ０１：１７．５８ ８６．１�
５９ ダウンビート 牡３青鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人田島榮二郎氏 小西 一男 日高 坂 牧場 ５１８ ―１：２６．５大差 １１５．６�
１１ ダイヤチャンネル 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝青山 洋一氏 武藤 善則 新ひだか 山本 昇寿 ４８０－１８ （競走中止） １０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，５９１，６００円 複勝： ３０，０３９，３００円 枠連： １９，０３９，８００円

馬連： ４９，０６０，０００円 馬単： ３２，７０３，５００円 ワイド： ２０，５２８，５００円

３連複： ６４，５５５，４００円 ３連単： １０１，２９３，５００円 計： ３３３，８１１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ３００円 � １８０円 � ３１０円 枠 連（３－４） １，０１０円

馬 連 �� １，９９０円 馬 単 �� ４，４００円

ワ イ ド �� ８５０円 �� １，１９０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ５，８００円 ３ 連 単 ��� ３１，８４０円

票 数

単勝票数 計 １６５９１６ 的中 � １４５５７（４番人気）
複勝票数 計 ３００３９３ 的中 � ２４４０４（５番人気）� ５３０８０（２番人気）� ２３７８０（６番人気）
枠連票数 計 １９０３９８ 的中 （３－４） １４０２７（５番人気）
馬連票数 計 ４９０６００ 的中 �� １８２６４（７番人気）
馬単票数 計 ３２７０３５ 的中 �� ５４８８（１８番人気）
ワイド票数 計 ２０５２８５ 的中 �� ６０７６（９番人気）�� ４１９９（１６番人気）�� ５６８８（１０番人気）
３連複票数 計 ６４５５５４ 的中 ��� ８２２０（２０番人気）
３連単票数 計１０１２９３５ 的中 ��� ２３４８（１０１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．２―１２．１―１２．６―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．１―４６．２―５８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３８．１
３ ・（３，６，８）１２，１０（１１，１４，１５）７（２，１６）５＝１＝（４，１３）＝９ ４ ６（３，８）（１０，１２）（７，１１）（２，５）１４，１５，１６＝（４，１３）＝１＝９

勝馬の
紹 介

ブエノディオス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ファーディナンド デビュー ２０１１．９．１８ 中山８着

２００９．３．１５生 牡３鹿 母 ラフレシアダンサー 母母 ネツプスダンサー ６戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔競走中止〕 ダイヤチャンネル号は，競走中に異常歩様となったため４コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 ダイヤチャンネル号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダウンビート号は，平成２４年５月１４日まで平地競走に出走できない。

タマモレディ号は，平成２４年６月１４日まで平地競走に出走できない。



０８０７７ ４月１４日 雨 不良 （２４中山３）第７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

８１６ イデアルモルソー �３栗 ５６ 北村 宏司 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４８２ ―２：２０．０ ５４．３�

６１１ アルフェロア 牡３青鹿５６ 吉田 豊吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９０＋ ４ 〃 クビ １３．３�
４８ トーセンガリレオ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣島川 �哉氏 鈴木 康弘 新ひだか 岡田スタツド ５１４－ ４２：２０．１クビ ８７．８�
１１ クラーロデルナ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 ４７６± ０２：２０．５２� ３０．４�
１２ ハンサムボーイ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４５２＋ ２２：２０．７１� ５．９�
７１４ ダイメイサンデー 牡３青鹿５６ 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 高橋 義博 新ひだか タイヘイ牧場 ４７０＋ ８２：２０．９� ２３．５	
２３ コスモアウリンコ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B４５６＋ ４２：２１．２２ ８．０

５１０ セイクリッドロード 牡３鹿 ５６ 内田 博幸吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ５０２－ ２ 〃 ハナ ２．４�
３６ ガ ン セ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知西森 鶴氏 高木 登 新冠 隆栄牧場 ４８２± ０２：２２．１５ １３．８�
８１５ シルバーレイショウ 牡３芦 ５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２－ ２２：２２．２� ７．１
４７ レッドガルシア 牡３栗 ５６ 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 ５０４± ０２：２３．２６ ９．８�
３５ エクセレントマン 牡３黒鹿５６ 石橋 脩�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 ４７０－ ４２：２３．４� ８０．３�
５９ ウエスタンフォルテ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人西川 賢氏 藤沢 和雄 新ひだか ウエスタンファーム ４７２－ ２２：２３．６１� ２３１．２�
６１２ ア ニ マ ー ト 牝３鹿 ５４ 横山 義行魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４２４－ ８２：２４．２３� ４１６．４�
２４ ショウナンラピス 牡３青鹿５６ 丸山 元気国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム B４６８＋ ６２：２５．２６ ７３．７�
７１３ ショウナンカンパク 牡３鹿 ５６ 田中 勝春国本 哲秀氏 大和田 成 新ひだか 静内フアーム ４７８＋ ４２：３０．８大差 ７７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６１３，６００円 複勝： ３９，６８１，７００円 枠連： １５，１６０，８００円

馬連： ５７，０１３，６００円 馬単： ３８，２６３，４００円 ワイド： ２５，０１０，０００円

３連複： ７１，７３５，６００円 ３連単： １１５，８４６，９００円 計： ３８５，３２５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，４３０円 複 勝 � １，９５０円 � ４００円 � ２，７５０円 枠 連（６－８） ３，３２０円

馬 連 �� ３６，５６０円 馬 単 �� ７８，６６０円

ワ イ ド �� １１，１８０円 �� ４０，３８０円 �� １５，９１０円

３ 連 複 ��� ６７８，７３０円 ３ 連 単 ��� ３，５６２，３００円

票 数

単勝票数 計 ２２６１３６ 的中 � ３２８４（１０番人気）
複勝票数 計 ３９６８１７ 的中 � ５０６２（１２番人気）� ２９２７７（７番人気）� ３５４８（１４番人気）
枠連票数 計 １５１６０８ 的中 （６－８） ３３７７（１６番人気）
馬連票数 計 ５７０１３６ 的中 �� １１５１（６０番人気）
馬単票数 計 ３８２６３４ 的中 �� ３５９（１２５番人気）
ワイド票数 計 ２５０１００ 的中 �� ５５２（７０番人気）�� １５２（１０４番人気）�� ３８７（７８番人気）
３連複票数 計 ７１７３５６ 的中 ��� ７８（３９５番人気）
３連単票数 計１１５８４６９ 的中 ��� ２４（２１４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２４．５―３７．７―５１．２―１：０４．７―１：１７．７―１：３０．９―１：４２．７―１：５４．７―２：０７．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イデアルモルソー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

２００９．４．９生 �３栗 母 マッチザピース 母母 マッチポイント １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 シルバーレイショウ号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１０番・７番への進路影

響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンラピス号・ショウナンカンパク号は，平成２４年５月１４日まで平地競走に出走できない。

０８０７８ ４月１４日 雨 不良 （２４中山３）第７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
１：３１．４

良

良

５５ マイネルアダマス 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B４０２＋１０１：３７．１ ４８．２�

８１０ ファイナルフォーム 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ５３２－ ４１：３７．２� ２．１�
７９ ラ パ ー ジ ュ 牝３青鹿５４ 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム ４６８± ０１：３７．３クビ ５．１�
８１１ マイネルモーヴ 牡３栗 ５６ 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ５０２－ ８ 〃 ハナ ５１．９�
３３ ル ナ 牡３芦 ５６ 武士沢友治山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド ４６２－ ４ 〃 クビ ３２．８�
７８ カフェコンセール 牡３青 ５６ 田中 勝春吉野 弘司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：３７．７２� ９．０	
６７ サトノレオパード 牡３鹿 ５６ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５００＋ ４ 〃 ハナ ５．８

４４ ダンスインザマミー 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信落合 幸弘氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４１２－ ２１：３８．０２ １１８．８�
２２ コスモパルダ 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム ４８４± ０１：３８．４２� １１．８�
６６ クイーンアルタミラ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 ４５６－１２ 〃 ハナ １０．７
１１ ローレルエナジー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 協和牧場 ４９８＋ ４１：３９．０３� ２０．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２９，２６０，１００円 複勝： ４４，１８９，５００円 枠連： １８，３１５，０００円

馬連： ６４，３５８，４００円 馬単： ４５，０８９，６００円 ワイド： ２８，０７０，７００円

３連複： ７５，６１５，９００円 ３連単： １４２，４６１，２００円 計： ４４７，３６０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，８２０円 複 勝 � ６２０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（５－８） ４，６７０円

馬 連 �� ４，８２０円 馬 単 �� １５，６６０円

ワ イ ド �� １，６６０円 �� １，９１０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ６，２９０円 ３ 連 単 ��� ８６，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２９２６０１ 的中 � ４７９３（９番人気）
複勝票数 計 ４４１８９５ 的中 � １１４９４（９番人気）� １０９１９１（１番人気）� ９８６７６（２番人気）
枠連票数 計 １８３１５０ 的中 （５－８） ２９００（１５番人気）
馬連票数 計 ６４３５８４ 的中 �� ９８６５（２１番人気）
馬単票数 計 ４５０８９６ 的中 �� ２１２６（５０番人気）
ワイド票数 計 ２８０７０７ 的中 �� ３７６０（２４番人気）�� ３２５６（２６番人気）�� ３１４４５（１番人気）
３連複票数 計 ７５６１５９ 的中 ��� ８８７５（２３番人気）
３連単票数 計１４２４６１２ 的中 ��� １２１７（２６３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．０―１２．０―１２．２―１１．９―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．９―３５．９―４７．９―１：００．１―１：１２．０―１：２４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．２―３F３７．０

３ ３，１１，２（１，５）（６，９）（４，１０）８－７
２
４

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

マイネルアダマス �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 マヤノトップガン デビュー ２０１１．６．２５ 函館２着

２００９．２．２１生 牡３鹿 母 マイネディアマンテ 母母 プリンセスエイブル １１戦２勝 賞金 ２０，７５０，０００円
〔制裁〕 ファイナルフォーム号の騎手石橋脩は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（８番・７番への進路影響）
※ローレルエナジー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０８０７９ ４月１４日 雨 不良 （２４中山３）第７日 第７競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，２００，０００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

５７ オペラフォンテン 牝４栗 ５５ 丸山 元気吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 B４６４－ ４１：５４．５ ５３．４�

３３ オメガフレグランス 牝５鹿 ５５ 横山 典弘原 �子氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム ４８４＋ ２１：５５．０３ １．５�
２２ ダ ー リ ブ 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４６０＋ ２１：５５．２１� １６．０�
７１２� ホワイトジュエル 牝５芦 ５５ 後藤 浩輝 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４４６± ０１：５５．９４ １６．３�
７１１� アドマイヤキャロル 牝５黒鹿５５ 北村 宏司近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４８８＋１０１：５６．０� １４．８�
８１４ ピュアマインド 牝４栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４５２－ ４１：５６．２１� ９．７�
５８ マイネロードナイト 牝４鹿 ５５ 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 コスモヴューファーム B４８６＋ ８ 〃 クビ ４８．６

１１ � ミスチフキッツ 牝４栗 ５５

５２ ▲高嶋 活士 �荻伏服部牧場 堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４４６＋ ２１：５６．４� ３５．４�
４５ アンシャンテルール 牝４黒鹿５５ 小坂 忠士柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４３８＋ ８１：５６．６１� １３０．３�
６１０ サトノレジーナ 牝４黒鹿５５ 松岡 正海里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム B４７８－ ５１：５７．０２� ９．９
３４ カメリアビジュ 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成 	グリーンファーム 矢野 英一 千歳 社台ファーム B５０４＋１４ 〃 ハナ １３．３�
６９ � マ ー ニ ー 牝５鹿 ５５ 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４００± ０１：５７．１� ９９．３�
８１３� クリノワンチャンス 牝４芦 ５５ 吉田 豊栗本 博晴氏 高橋 文雅 日高 日西牧場 ４１８＋ ８１：５７．７３� １７１．０�
４６ � キャニオンルナ 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信�谷川牧場 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 B５１４± ０１：５８．６５ １２７．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，１４８，３００円 複勝： ５５，３０６，８００円 枠連： １８，５７１，６００円

馬連： ５７，６６１，９００円 馬単： ４７，２１８，４００円 ワイド： ２４，５４４，８００円

３連複： ６６，４５９，３００円 ３連単： １４６，００７，４００円 計： ４３８，９１８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，３４０円 複 勝 � ８２０円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（３－５） １，２４０円

馬 連 �� ２，８４０円 馬 単 �� １０，２５０円

ワ イ ド �� １，０７０円 �� ４，９８０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ９，７９０円 ３ 連 単 ��� １２３，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２３１４８３ 的中 � ３４２２（１０番人気）
複勝票数 計 ５５３０６８ 的中 � ７２６２（１０番人気）� ３２８３８０（１番人気）� ３４８８５（４番人気）
枠連票数 計 １８５７１６ 的中 （３－５） １１１２８（６番人気）
馬連票数 計 ５７６６１９ 的中 �� １５００１（７番人気）
馬単票数 計 ４７２１８４ 的中 �� ３４０１（２１番人気）
ワイド票数 計 ２４５４４８ 的中 �� ５４２１（１２番人気）�� １１０１（４１番人気）�� １９５７０（３番人気）
３連複票数 計 ６６４５９３ 的中 ��� ５０１０（３５番人気）
３連単票数 計１４６００７４ 的中 ��� ８７２（２６６番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．０―１３．３―１３．３―１２．６―１２．２―１２．４―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．０―３８．３―５１．６―１：０４．２―１：１６．４―１：２８．８―１：４１．２

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

オペラフォンテン �
�
父 オペラハウス �

�
母父 Miswaki デビュー ２０１０．６．２７ 福島１５着

２００８．５．２５生 牝４栗 母 オールウェイズグッドサンクス 母母 Redeemer ２３戦２勝 賞金 １９，０５０，０００円

０８０８０ ４月１４日 雨 不良 （２４中山３）第７日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （芝・右・外）

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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

７１４ アースガルド 牡５鹿 ５７ 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 むかわ 市川牧場 ４８８＋１４１：３７．４ ６．９�

６１２� シャイニングサヤカ 牝５黒鹿５５ 後藤 浩輝伏木田達男氏 高柳 瑞樹 浦河 伏木田牧場 ４７４± ０１：３７．６１� １９．１�
７１３ ソールデスタン 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣�前川企画 奥平 雅士 浦河 鎌田 正嗣 ４６６± ０１：３７．７� １１．５�
５９ ファントムロード 牡４鹿 ５７ 内田 博幸�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４９０－ ４１：３８．０１� ４．７�
３６ マイティージュニア 牡４黒鹿５７ 小坂 忠士本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５０６＋ ４１：３８．１� ５０．９�
１１ クィンビークイーン 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 ４４８＋ ２１：３８．３１� ３９．７�
８１５ サトノロマネ �６鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 B４７６－ ６１：３８．５１� ２５．０	
４７ � トーセンカルツェ 牡５栗 ５７ 吉田 豊島川 
哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４５６－ ４ 〃 アタマ １３．２�
１２ ユ ウ セ ン 牡４青鹿５７ 三浦 皇成本田 恒雄氏 尾関 知人 新ひだか 村岡 農夫 ４７６－ ２１：３８．８２ ７．１�
２４ ヤマニンレジェール 牝４栗 ５５ 田中 勝春土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 伉助 ４７８－１２１：３９．１１� １１３．６
６１１ ゴールドラム 牡４黒鹿５７ 石橋 脩�ジェイアール 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 ５０６＋ ４１：３９．２� ９７．８�
８１６ ラストノート 牡５鹿 ５７ 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 ４８６＋ ２１：３９．３クビ ３．４�
３５ ジェットストリーム 牡４黒鹿５７ 武士沢友治馬場 幸夫氏 手塚 貴久 むかわ 上水牧場 ５２０± ０１：４０．２５ ３０．４�
４８ バトルシュリイマン 牡５鹿 ５７ 松岡 正海宮川 秋信氏 的場 均 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４７４－ ４１：４０．３� １４．７�
２３ � シャインドリーム 牝５芦 ５５ 丸山 元気皆川 博文氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム ４１４－ ４１：４０．６２ １１２．８�
５１０ ダイワジェシカ 牝４栗 ５５ 柴田 大知大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか フジワラフアーム ４４４＋ ４１：４１．５５ ２４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，２２６，１００円 複勝： ４６，２１９，３００円 枠連： ２６，６９５，８００円

馬連： ８２，８０６，３００円 馬単： ４７，２１３，３００円 ワイド： ３２，１３４，０００円

３連複： ９５，４９０，１００円 ３連単： １５３，５０７，１００円 計： ５１２，２９２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２７０円 � ５２０円 � ３４０円 枠 連（６－７） ３，７６０円

馬 連 �� ５，１８０円 馬 単 �� ８，４３０円

ワ イ ド �� ２，０８０円 �� １，１２０円 �� ２，２００円

３ 連 複 ��� １３，７９０円 ３ 連 単 ��� ７４，２００円

票 数

単勝票数 計 ２８２２６１ 的中 � ３２５７２（３番人気）
複勝票数 計 ４６２１９３ 的中 � ４９７８８（３番人気）� ２１４５２（８番人気）� ３６７１６（５番人気）
枠連票数 計 ２６６９５８ 的中 （６－７） ５２５２（１４番人気）
馬連票数 計 ８２８０６３ 的中 �� １１８１１（２１番人気）
馬単票数 計 ４７２１３３ 的中 �� ４１３７（３６番人気）
ワイド票数 計 ３２１３４０ 的中 �� ３７７９（２６番人気）�� ７２２６（１２番人気）�� ３５５９（２７番人気）
３連複票数 計 ９５４９０１ 的中 ��� ５１１３（４２番人気）
３連単票数 計１５３５０７１ 的中 ��� １５２７（２２１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．３―１２．１―１２．４―１２．４―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３４．７―４６．８―５９．２―１：１１．６―１：２４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．６―３F３８．２

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アースガルド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Fairy King デビュー ２００９．８．９ 新潟２着

２００７．４．６生 牡５鹿 母 レディフェアリー 母母 Lyndonville １１戦３勝 賞金 ３０，０９４，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイワジェシカ号は，平成２４年５月１４日まで平地競走に出走できない。
※バトルシュリイマン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０８０８１ ４月１４日 雨 不良 （２４中山３）第７日 第９競走 ��２，０００�
や ま ふ じ

山 藤 賞
発走１４時２５分 （芝・右）

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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．２
１：５６．１

良

良

１１ クリールカイザー 牡３栗 ５６ 松岡 正海横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４７２＋１２２：０７．４ ４．２�

８１０ ダイワマッジョーレ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４４０± ０２：０７．７１� ４．７�
８９ ハイクラウン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝渡邊 隆氏 松山 康久 新冠 森 牧場 ４７８－ ４ 〃 アタマ ９．４�
４４ ロジサンデー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 ４７０± ０ 〃 アタマ ８．１�
７８ キープビリービング 牡３黒鹿５６ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 畑端牧場 ４７２－ ４２：０８．３３� ４５．９�
７７ スーパームーン 牡３青鹿５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５００＋ ８２：０８．６１� ３．６�
６６ ヘリオスフィア 牡３黒鹿５６ 吉田 豊岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド ４６２－ ６２：０８．７� ３９．０	
３３ � コパノワーニング 牡３芦 ５６ 石橋 脩小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 畠山牧場 ５４６－ ６２：０９．５５ １４２．１

２２ ミッキーナチュラル 牡３栗 ５６ 三浦 皇成野田みづき氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ５００－ ４２：１０．２４ ２３．７�
５５ ミヤビアミュレット 牡３青鹿５６ 田辺 裕信村上 義勝氏 小島 茂之 日高 浜本牧場 ４７８＋ ２２：１０．４１� ５．１�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３６，１９６，９００円 複勝： ５５，９５９，６００円 枠連： ２１，４５４，１００円

馬連： １０３，５６２，６００円 馬単： ６０，８０９，７００円 ワイド： ３２，２１０，８００円

３連複： １０６，３１０，９００円 ３連単： ２２８，１９３，８００円 計： ６４４，６９８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � ２７０円 枠 連（１－８） ７２０円

馬 連 �� １，０９０円 馬 単 �� ２，３６０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ９７０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ３，５５０円 ３ 連 単 ��� １７，８２０円

票 数

単勝票数 計 ３６１９６９ 的中 � ６９４３２（２番人気）
複勝票数 計 ５５９５９６ 的中 � ９０５６２（３番人気）� ９９１８２（２番人気）� ４６０８５（６番人気）
枠連票数 計 ２１４５４１ 的中 （１－８） ２２２３７（２番人気）
馬連票数 計１０３５６２６ 的中 �� ７０６３１（５番人気）
馬単票数 計 ６０８０９７ 的中 �� １９０２６（１２番人気）
ワイド票数 計 ３２２１０８ 的中 �� １９７２９（７番人気）�� ７８１７（１４番人気）�� １１００２（１１番人気）
３連複票数 計１０６３１０９ 的中 ��� ２２１２８（１５番人気）
３連単票数 計２２８１９３８ 的中 ��� ９４５２（７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２５．４―３８．８―５１．６―１：０４．７―１：１７．５―１：３０．４―１：４３．１―１：５５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．０
１
３
５－２（１，９）（６，１０）７，８，４，３
１，５（２，１０，９）（６，８，３）７，４

２
４

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

クリールカイザー 
�
父 キングヘイロー 

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２０１１．１１．１９ 東京２着

２００９．５．８生 牡３栗 母 スマイルコンテスト 母母 コクトビューティー ６戦２勝 賞金 ２３，９３７，０００円

０８０８２ ４月１４日 雨 不良 （２４中山３）第７日 第１０競走 ��１，８００�
そ う ぶ

総武ステークス
発走１５時００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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５９ コルポディヴェント 牡４栗 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１４＋ ２１：５１．９ ９．４�

８１５ ストロングバサラ 牡７黒鹿５７ 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４９６－ ４１：５２．０� ３７．６�
２３ マ マ キ ジ ャ 牝４芦 ５５ 嘉藤 貴行北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４３２± ０ 〃 ハナ １７．６�
５１０ スギノブレイド �６栗 ５７ 武士沢友治杉山 美惠氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B５１０＋ ４１：５２．２１� ４９．８�
４８ オメガスカイツリー 牡４黒鹿５７ 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８８± ０ 〃 ハナ ７．９�
１１ 	 テープカット 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか タイヘイ牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ７．０�
４７ トウショウクラウン 牡４栗 ５７ 柴田 大知トウショウ産業	 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１６＋ ８ 〃 ハナ ５６．１

６１１ キッズアプローズ 牡６鹿 ５７ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ５０６＋１０ 〃 ハナ １１．１�
７１４ ドレミファドン 牡４黒鹿５７ 吉田 豊千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム ４８２－ ６１：５２．３クビ ２．５
３５ タ ナ ト ス 牡４黒鹿５７ 横山 義行榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４５６＋ ８１：５２．４� ３１．０�
２４ ゴッドエンブレム 牡７鹿 ５７ 松岡 正海	RRA 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ４１：５２．６１ ４０．６�
６１２ ミダースタッチ 牡７栗 ５７ 石橋 脩金子真人ホール

ディングス	 松田 国英 静内 グランド牧場 ５５６± ０１：５３．３４ ４６．７�
１２ 	 キャプテンルビー 牡７芦 ５７ 柴田 善臣�ターフ・スポート古賀 慎明 三石 ダイイチ牧場 B４７４＋ ８１：５４．３６ ２２１．３�
７１３ ルグランヴォヤージ 牡５芦 ５７ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５１６＋ ８ 〃 アタマ ５．９�
３６ スティルゴールド 牡５黒鹿５７ 丸山 元気青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４８６± ０１：５５．８９ ６５．１�
８１６ ヤマニンバッスル 牡６鹿 ５７ 杉原 誠人土井 肇氏 黒岩 陽一 浦河 廣田 伉助 ４７６－１２１：５６．８６ ３３４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，９３４，５００円 複勝： ７９，８９４，８００円 枠連： ３９，４００，２００円

馬連： １６９，３１４，４００円 馬単： ９２，３９５，２００円 ワイド： ５７，８０８，７００円

３連複： １９３，７１５，９００円 ３連単： ３５０，５８０，０００円 計： １，０２９，０４３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ３４０円 � ８３０円 � ４６０円 枠 連（５－８） ８，７２０円

馬 連 �� １２，０００円 馬 単 �� ２２，３６０円

ワ イ ド �� ３，９１０円 �� ２，３６０円 �� ５，０２０円

３ 連 複 ��� ６６，３１０円 ３ 連 単 ��� ３４９，６４０円

票 数

単勝票数 計 ４５９３４５ 的中 � ３８８４８（５番人気）
複勝票数 計 ７９８９４８ 的中 � ６７９５４（５番人気）� ２３３４７（８番人気）� ４６１６５（７番人気）
枠連票数 計 ３９４００２ 的中 （５－８） ３３３５（２７番人気）
馬連票数 計１６９３１４４ 的中 �� １０４１３（３４番人気）
馬単票数 計 ９２３９５２ 的中 �� ３０５０（６４番人気）
ワイド票数 計 ５７８０８７ 的中 �� ３６２７（３８番人気）�� ６０８８（２６番人気）�� ２８１７（５０番人気）
３連複票数 計１９３７１５９ 的中 ��� ２１５６（１５２番人気）
３連単票数 計３５０５８００ 的中 ��� ７４０（８１８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．２―１２．９―１２．３―１２．３―１２．５―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３６．２―４９．１―１：０１．４―１：１３．７―１：２６．２―１：３８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３８．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

コルポディヴェント �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１１．１．２３ 中山１着

２００８．４．６生 牡４栗 母 オータムブリーズ 母母 セプテンバーソング ９戦４勝 賞金 ４５，６５７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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 サイオン号



０８０８３ ４月１４日 雨 不良 （２４中山３）第７日 第１１競走
第１４回農林水産省賞典

��４，２５０�中山グランドジャンプ（Ｊ・ＧⅠ）
発走１５時４０分 （芝・外）

４歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，４歳６２�５歳以上６３�，牝馬２�
減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 ６５，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ６，５００，０００円
付 加 賞 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード４：４７．０良

６９ マジェスティバイオ 牡５鹿 ６３ 柴田 大知バイオ� 田中 剛 平取 清水牧場 ５０６－ ６５：０２．９ １．５�

５７ バアゼルリバー 牡６鹿 ６３ 小坂 忠士市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０＋ ６５：０４．２８ ４．５�

５６ コスモソユーズ 牡４栗 ６２ 平沢 健治 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 ５００± ０５：０４．８３� ３６．９�
６８ トーセンオーパス �６鹿 ６３ 横山 義行島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４５２－ ６５：０６．８大差 ３１．７�
２２ テイエムブユウデン 牡５鹿 ６３ 林 満明竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 ４５２－ ８ 〃 ハナ ９５．２	
３３ クランエンブレム 牡８鹿 ６３ 山本 康志 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１４－１８５：０７．５４ １４．５

７１０ セ イ エ イ 牡４栗 ６２ 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 ５２８－ ２５：０７．７１ ９３．１�
８１３ モルフェサイレンス 牡７栗 ６３ 大江原 圭並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 ５０２＋１２５：０８．４４ １７７．４�
４４ アグネスラナップ 牡７青 ６３ 北沢 伸也渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５００－ ４５：１０．１大差 １２．５
４５ キングジョイ 牡１０鹿 ６３ 西谷 誠松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 川上牧場 ５１４－ ６５：１０．４１� ３３．１�
７１１ ディアマイホース 牡６黒鹿６３ 穂苅 寿彦吉橋 計氏 菊沢 隆徳 えりも 寺井 文秀 ５１２－ ４５：１０．６１� ６７．２�
８１２ バ シ ケ ー ン 牡７栗 ６３ 五十嵐雄祐石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４８＋ ８５：１１．２３� １６．１�
１１ メルシーモンサン 牡７鹿 ６３ 黒岩 悠永井 康郎氏 武 宏平 三石 三石ファーム ５２０－ ８５：１２．５８ ４４．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ６６，９８５，７００円 複勝： ８７，４６５，１００円 枠連： ５１，４６１，４００円

馬連： ２０９，０５５，１００円 馬単： １６１，１９９，５００円 ワイド： ６６，２９２，５００円

３連複： ２５７，２５１，０００円 ３連単： ６８６，８８１，７００円 計： １，５８６，５９２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ３８０円 枠 連（５－６） ２７０円

馬 連 �� ２７０円 馬 単 �� ３９０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ５８０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ２，５３０円 ３ 連 単 ��� ５，０４０円

票 数

単勝票数 計 ６６９８５７ 的中 � ３５８７６６（１番人気）
複勝票数 計 ８７４６５１ 的中 � ４７９６６７（１番人気）� １２２６７４（２番人気）� ２５３６８（７番人気）
枠連票数 計 ５１４６１４ 的中 （５－６） １４４１２６（１番人気）
馬連票数 計２０９０５５１ 的中 �� ５７８２１４（１番人気）
馬単票数 計１６１１９９５ 的中 �� ３１１９０３（１番人気）
ワイド票数 計 ６６２９２５ 的中 �� １３４２２２（１番人気）�� ２４２３３（７番人気）�� １１４９４（１５番人気）
３連複票数 計２５７２５１０ 的中 ��� ７５１１２（８番人気）
３連単票数 計６８６８８１７ 的中 ��� １００６２０（１１番人気）

上り １マイル １：５１．９ ４F ５５．２－３F ４０．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マジェスティバイオ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．８．９ 札幌６着

２００７．３．９生 牡５鹿 母 ハイグレードバイオ 母母 ディシイペイティング 障害：１１戦６勝 賞金 ２５８，４３８，０００円

０８０８４ ４月１４日 雨 不良 （２４中山３）第７日 第１２競走 ��１，２００�
か し ま

鹿 島 特 別
発走１６時２５分 （ダート・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

４５ タンジブルアセット 牡５鹿 ５７ 丸山 元気安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４９２－ ４１：１０．２ ２．５�

３３ ラヴリードリーム 牝６青鹿５５ 石橋 脩鈴木 芳夫氏 黒岩 陽一 静内 松田 三千雄 ４７２－ ６１：１０．６２� ２９．９�
２２ � コスモパイレット 牡６黒鹿５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 米 Chester Broman &

Mary R. Broman B５２８± ０１：１０．８１� ５５．４�
６９ � ケイアイヘルメス 牡４黒鹿５７ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 米 Morihiro

Kameda ５２０± ０１：１０．９クビ ４．４�
５７ ナムラドリーミー 牝４鹿 ５５ 内田 博幸奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４７８－ ８ 〃 クビ ８．４�
６８ � アグネスティンクル 牡５栗 ５７ 三浦 皇成渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud ４６６＋ ４ 〃 ハナ ４０．５	
１１ � ナイトオブザオペラ 牝５黒鹿５５ 松岡 正海 �オリオンファーム藤原 英昭 米 Ocala

Horses, LLC ４８０－１４１：１１．０� ５．６

５６ � ウエストハーバー 牡４栗 ５７ 田中 勝春加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm ５１０－１０１：１１．２１ １３．２�
８１３ ダイワモービル 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ５２０± ０１：１１．７３ ７．６�
７１１� フィールドチャペル 牡６青 ５７ 武士沢友治地田 勝三氏 藤岡 範士 米 CandyLand ４９８－ ２１：１１．８� １１２．０
７１０ ガリレオシチー 牡６黒鹿５７ 柴田 善臣 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５１８－ ２１：１２．２２� ５４．８�
８１２ ディアマンボウ 牝４栗 ５５ 北村 宏司�樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 斉藤英牧場 ４９０± ０１：１２．７３ ４３．１�
４４ � ジーガーウイング 牝８鹿 ５５ 鈴来 直人�ジーガー 和田 正道 新冠 須崎牧場 B５０８－ ２１：１３．０２ ２６５．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４７，７７８，３００円 複勝： ７１，３８３，５００円 枠連： ３９，１３６，２００円

馬連： １６１，３９０，２００円 馬単： ９９，１６９，１００円 ワイド： ５７，６１６，４００円

３連複： １８２，８５５，９００円 ３連単： ３９３，５１２，０００円 計： １，０５２，８４１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ４９０円 � ８４０円 枠 連（３－４） ３，２５０円

馬 連 �� ２，６８０円 馬 単 �� ３，８４０円

ワ イ ド �� ９７０円 �� １，７２０円 �� ５，２４０円

３ 連 複 ��� １７，５７０円 ３ 連 単 ��� ６８，０３０円

票 数

単勝票数 計 ４７７７８３ 的中 � １５０７８２（１番人気）
複勝票数 計 ７１３８３５ 的中 � ２１３６６３（１番人気）� ２９９６２（７番人気）� １６２１７（９番人気）
枠連票数 計 ３９１３６２ 的中 （３－４） ８８９８（１１番人気）
馬連票数 計１６１３９０２ 的中 �� ４４５５９（９番人気）
馬単票数 計 ９９１６９１ 的中 �� １９０８６（１５番人気）
ワイド票数 計 ５７６１６４ 的中 �� １５１６８（１１番人気）�� ８２４３（１８番人気）�� ２６２３（４３番人気）
３連複票数 計１８２８５５９ 的中 ��� ７６８２（５３番人気）
３連単票数 計３９３５１２０ 的中 ��� ４２６９（２０５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．１―１１．７―１１．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３３．８―４５．５―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タンジブルアセット �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００９．８．１５ 新潟１４着

２００７．２．２７生 牡５鹿 母 ノースミッチー 母母 ノースエンゼル ２７戦４勝 賞金 ７３，９３２，０００円



（２４中山３）第７日 ４月１４日（土曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １６７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

２８８，９４０，０００円
６，７００，０００円
２，０１０，０００円
２６，５９０，０００円
５７，２１０，５００円
５，８５２，６００円
１，６０３，２００円

勝馬投票券売得金
３６８，１８７，３００円
６１６，１８５，４００円
２８９，３４７，６００円
１，０９６，２５８，３００円
７３２，９９９，０００円
４０４，５１０，２００円
１，２９８，９９８，７００円
２，６５２，５８９，４００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ７，４５９，０７５，９００円

総入場人員 ２０，９８４名 （有料入場人員 １９，２４２名）


