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09061 4月7日 晴 不良 （25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）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

47 トーキングドラム 牡3鹿 56 内田 博幸下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 448－ 81：14．2 2．5�
48 シキランマン 牝3栗 54 吉田 豊髙樽さゆり氏 石栗 龍彦 浦河 松栄牧場 406＋121：14．51� 61．5�
510 カワキタプラウド 牡3栗 56 柴田 善臣川島 吉男氏 高橋 祥泰 新ひだか へいはた牧場 462－ 41：14．71� 3．1�
714 ニシノオドリコ 牝3栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 462－ 2 〃 クビ 22．1�
12 マキャヴェッリ 牡3栗 56 岩部 純二伊達 敏明氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン

牧場 444－ 81：15．23 7．4�
11 フーラビューティー 牝3青鹿54 村田 一誠有限会社シルク田中 剛 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：15．3� 12．9	
816 ノーブルシャトル 牝3栗 54 松岡 正海吉木 伸彦氏 水野 貴広 様似 富田 恭司 450± 0 〃 ハナ 72．5

713 モンサンサターン 牡3鹿 56 大庭 和弥山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 480 ―1：15．51� 155．8�
611 ラ ノ ラ ラ ク 牝3栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 バンダム牧場 460± 01：15．6� 14．2
36 ハリマヤヨサコイ 牡3鹿 56 熊沢 重文西森 鶴氏 的場 均 新冠 田渕牧場 470－ 61：15．7� 301．6�
23 デルマスナカケババ 牝3黒鹿 54

52 △杉原 誠人浅沼 廣幸氏 大江原 哲 日高 ファニーヒルファーム 468＋ 41：15．91 26．9�
24 イケハートジョイ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか 泊 寿幸 434＋ 41：16．43 162．0�
35 ロサレヴィガータ �3鹿 56 武士沢友治岡田 牧雄氏 田島 俊明 日高 宝寄山 忠則 472－ 41：16．93 196．1�
815 カシノマインド 牡3鹿 56 西田雄一郎柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 474＋ 21：17．22 143．5�
59 ショウナンハンター 牡3栗 56 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 浦新 徳司 490 ―1：17．3� 34．7�
612 アンプレデクタブル 牝3栗 54 石橋 脩 H.J．スウィーニィ氏 大和田 成 新冠 パカパカ

ファーム 422－ 81：18．89 11．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，087，900円 複勝： 22，300，100円 枠連： 11，502，100円
馬連： 38，528，600円 馬単： 26，223，600円 ワイド： 17，411，700円
3連複： 52，893，500円 3連単： 81，792，800円 計： 263，740，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 620円 � 120円 枠 連（4－4） 6，910円

馬 連 �� 6，490円 馬 単 �� 8，220円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 200円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 5，700円 3 連 単 ��� 40，630円

票 数

単勝票数 計 130879 的中 � 41504（1番人気）
複勝票数 計 223001 的中 � 53172（2番人気）� 5250（10番人気）� 63507（1番人気）
枠連票数 計 115021 的中 （4－4） 1229（19番人気）
馬連票数 計 385286 的中 �� 4387（21番人気）
馬単票数 計 262236 的中 �� 2357（30番人気）
ワイド票数 計 174117 的中 �� 2444（19番人気）�� 28582（1番人気）�� 1866（25番人気）
3連複票数 計 528935 的中 ��� 6855（15番人気）
3連単票数 計 817928 的中 ��� 1486（112番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．1―12．8―12．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．9―48．7―1：01．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーキングドラム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．19 中山3着

2010．3．6生 牡3鹿 母 トランシーフレーズ 母母 アンスチユアート 3戦1勝 賞金 6，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンプレデクタブル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25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 マザーズアイ号

09062 4月7日 晴 不良 （25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

36 カ ッ シ ー ニ 牡3鹿 56 吉田 豊松田 整二氏 田島 俊明 浦河 木戸口牧場 530－ 41：55．2 11．2�
815 ヤマニンビルトゥズ 牡3鹿 56 蛯名 正義土井 肇氏 黒岩 陽一 浦河 廣田 伉助 500＋ 61：55．41� 9．9�
714 セプテントリオ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �社台レースホース鈴木 康弘 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 41：55．5� 1．7�
713 ヒーローゴールド 牡3鹿 56 嘉藤 貴行井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 三石橋本牧場 478－ 81：56．45 344．0�
47 ガ ウ チ ョ 牡3鹿 56 松岡 正海阿部 幸暉氏 松山 将樹 浦河 桑田フアーム 480－ 61：56．5� 6．3�
816 トーセンワイルド 牡3青 56 上村 洋行島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 486－ 81：57．13� 22．3

11 ウエスタンサムソン 牡3鹿 56 小島 太一西川 賢氏 小島 太 新ひだか ウエスタンファーム 474－ 4 〃 ハナ 12．2�
612 ラ マ ン チ ャ �3鹿 56 田辺 裕信吉田 和美氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 490 ―1：57．3� 32．3�
24 ブラックフライデー 牡3鹿 56 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 新ひだか 西村 和夫 468＋ 21：57．83 17．7
23 ロードクレセント 牡3芦 56 石橋 脩 �ロードホースクラブ 牧 光二 新ひだか ケイアイファーム 498－ 6 〃 アタマ 18．3�
59 レ ア ン デ ル 牡3栗 56 武士沢友治山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 田中 春美 472－ 41：58．22� 52．6�
510 グラマラスグロウ 牝3鹿 54 柴田 善臣首藤 徳氏 蛯名 利弘 新ひだか グランド牧場 458－ 41：58．62� 47．0�
35 ゲ ル ダ 牝3鹿 54 村田 一誠�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 日田牧場 414＋ 61：58．7� 524．6�
611 グリーティングワン 牡3黒鹿56 中谷 雄太井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B424± 01：58．8� 718．1�
48 フェバリットソング 牝3栗 54

52 △杉原 誠人石瀬 浩三氏 尾形 和幸 新冠 パカパカ
ファーム 446－ 21：59．01� 381．3�

12 タカトーエルザー 牝3鹿 54 西田雄一郎斉藤 等氏 本間 忍 新ひだか 和田牧場 472± 0 （競走中止） 489．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，770，500円 複勝： 33，762，700円 枠連： 11，350，700円
馬連： 40，562，800円 馬単： 29，224，600円 ワイド： 18，758，600円
3連複： 51，369，600円 3連単： 88，508，300円 計： 292，307，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 230円 � 210円 � 110円 枠 連（3－8） 3，540円

馬 連 �� 3，860円 馬 単 �� 8，910円

ワ イ ド �� 950円 �� 320円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 25，080円

票 数

単勝票数 計 187705 的中 � 13256（4番人気）
複勝票数 計 337627 的中 � 25461（4番人気）� 30456（2番人気）� 145498（1番人気）
枠連票数 計 113507 的中 （3－8） 2368（14番人気）
馬連票数 計 405628 的中 �� 7774（11番人気）
馬単票数 計 292246 的中 �� 2422（29番人気）
ワイド票数 計 187586 的中 �� 4244（10番人気）�� 15049（2番人気）�� 18069（1番人気）
3連複票数 計 513696 的中 ��� 19397（3番人気）
3連単票数 計 885083 的中 ��� 2605（79番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．4―14．0―13．2―13．0―13．3―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．2―35．6―49．6―1：02．8―1：15．8―1：29．1―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．4
1
3
1，7（3，10）（8，14）（12，15）（13，16）（4，9，11）－6－2－5・（1，7）（10，15）（3，14，16）12（8，11）（13，9，6）4，5－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ ッ シ ー ニ �
�
父 アドマイヤジュピタ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．11．3 東京8着

2010．5．29生 牡3鹿 母 ヴィノクラシコ 母母 マーサズヴィンヤード 8戦1勝 賞金 7，750，000円
〔競走中止〕 タカトーエルザー号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 カッシーニ号の騎手吉田豊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 オーゴンプリンス号・ナムラコンジョウ号・ラグーン号

第３回 中山競馬 第６日



09063 4月7日 晴 不良 （25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）

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

714 タマノエスペランサ 牝3鹿 54 中谷 雄太玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 新冠 武田牧場 480－ 41：13．6 3．2�
48 エバーダンシング 牝3栗 54 蛯名 正義宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 450± 01：14．34 2．3�
12 ポークチョップ 牝3鹿 54 柴田 善臣鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 450－ 81：14．61� 8．7�
611 ヒラボクロマンス 牝3栗 54 田辺 裕信�平田牧場 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 476± 0 〃 クビ 14．7�
612 フライングマオ 牝3黒鹿54 北村 宏司森口�一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 434± 01：14．7クビ 6．0	
24 ニシノオタフク 牝3鹿 54 村田 一誠西山 茂行氏 田中 剛 新ひだか 本桐牧場 486＋ 41：15．23 153．9

59 ソフトライム 牝3黒鹿54 内田 博幸吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B458－ 41：15．41� 15．9�
47 バトルタイムレス 牝3栗 54 丹内 祐次宮川 秋信氏 田島 俊明 新冠 川島牧場 456± 0 〃 ハナ 279．6�
35 トップギャル 牝3鹿 54 西田雄一郎吉岡 實氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム B456－ 41：15．72 375．5
23 ソ デ フ リ ン 牝3栗 54 武士沢友治下河邉行信氏 小桧山 悟 日高 中前牧場 440－ 41：16．12� 107．7�
11 ミリオンジス 牝3鹿 54 熊沢 重文�岡崎牧場 加藤 和宏 新ひだか 白井 吉美 428－ 81：16．31� 151．5�
713 チェリーヘステイア 牝3栃栗54 石橋 脩櫻井 悦朗氏 大和田 成 浦河 北俣 牧夫 410－10 〃 同着 149．5�
815 キャビンクルー 牝3栗 54 吉田 豊山上 和良氏 和田 正道 新冠 浜口牧場 432＋12 〃 ハナ 44．3�
816 サンマルアクトレス 牝3栗 54 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 新ひだか 武 牧場 440－ 81：16．61� 115．3�
510 バトルディアーナー 牝3黒鹿54 松岡 正海宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 沖田 義昭 442＋101：16．7クビ 39．6�
36 ブ リ ス 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太河村 �平氏 伊藤 伸一 浦河 吉田 又治 422＋ 61：17．23 163．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，723，000円 複勝： 36，972，200円 枠連： 14，511，900円
馬連： 51，834，200円 馬単： 35，991，800円 ワイド： 23，214，800円
3連複： 63，433，800円 3連単： 110，183，200円 計： 355，864，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 120円 � 190円 枠 連（4－7） 370円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 200円 �� 490円 �� 380円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 3，760円

票 数

単勝票数 計 197230 的中 � 49910（2番人気）
複勝票数 計 369722 的中 � 83859（2番人気）� 107426（1番人気）� 35742（4番人気）
枠連票数 計 145119 的中 （4－7） 28993（1番人気）
馬連票数 計 518342 的中 �� 98536（1番人気）
馬単票数 計 359918 的中 �� 36026（1番人気）
ワイド票数 計 232148 的中 �� 34933（1番人気）�� 10346（6番人気）�� 14047（4番人気）
3連複票数 計 634338 的中 ��� 47639（2番人気）
3連単票数 計1101832 的中 ��� 21630（5番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．2―12．4―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
13．0―24．9―37．1―49．5―1：01．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F36．5
3 ・（11，14，9，16）（4，8，7，10）12（13，15）6（2，3）－5，1 4 ・（11，14）（4，8，9）7（2，12，16）10（5，13）（1，6，15）3

勝馬の
紹 介

タマノエスペランサ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2013．1．6 中山9着

2010．5．22生 牝3鹿 母 シャンハイレディ 母母 アンドレディー 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ミリオンジス号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

09064 4月7日 晴
（ 芝 ）重
（ダート）不良（25中山3）第6日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時20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

33 テ ル バ イ ク 牡5栗 60 山本 康志加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社
ケイズ 472± 03：18．9 10．7�

45 ブレイクチャンス �6鹿 60 五十嵐雄祐齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 494± 03：19．53� 3．2�
22 アイアムエレガント 牝5黒鹿58 浜野谷憲尚堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 510± 03：21．3大差 6．4�
813 ビービーマイセン 牡4青鹿59 小野寺祐太�坂東牧場 松山 康久 平取 坂東牧場 486＋ 23：21．62 64．1�
69 ロードハリアー 牡5鹿 60 中村 将之 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 様似 猿倉牧場 482＋ 43：22．13 13．2	
712 フェイムロバリー 牡8鹿 60 高田 潤広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 502－ 2 〃 ハナ 8．3

34 アンシャンテルール 牝5黒鹿58 高野 和馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 454± 03：22．31� 94．6�
610 リアルクラシック �4鹿 59 上野 翔岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 片山牧場 444± 03：22．51 119．0�
57 マ サ デ パ ン 牡5黒鹿60 石神 深一加藤 信之氏 清水 美波 浦河 津島 優治 480－ 23：22．6	 13．3
58 ローレルエルヴェル 牡8鹿 60 草野 太郎 �ローレルレーシング 星野 忍 静内 池田牧場 456－ 63：24．4大差 3．4�
711 ノーブルエース 牝6鹿 58 蓑島 靖典榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 434－ 23：25．25 82．7�
46 ビレッジオブベスト 牡4鹿 59 平沢 健治村山 輝雄氏 矢野 照正 新ひだか 漆原 武男 B508＋ 43：26．79 81．5�
814 メイショウドレイク 牡8黒鹿60 大江原 圭松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 516＋ 43：27．55 91．1�
11 リバーオリエンタル 牡4鹿 59 江田 勇亮吉田 和美氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 444－ 6 （競走中止） 17．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，889，200円 複勝： 21，028，400円 枠連： 11，507，600円
馬連： 35，420，600円 馬単： 24，812，500円 ワイド： 15，497，600円
3連複： 49，563，400円 3連単： 82，255，900円 計： 252，975，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 230円 � 140円 � 210円 枠 連（3－4） 1，390円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 680円 �� 850円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 22，020円

票 数

単勝票数 計 128892 的中 � 9540（5番人気）
複勝票数 計 210284 的中 � 20394（4番人気）� 52365（1番人気）� 23728（3番人気）
枠連票数 計 115076 的中 （3－4） 6152（5番人気）
馬連票数 計 354206 的中 �� 17894（4番人気）
馬単票数 計 248125 的中 �� 4463（17番人気）
ワイド票数 計 154976 的中 �� 5547（6番人気）�� 4365（11番人気）�� 8983（3番人気）
3連複票数 計 495634 的中 ��� 14738（8番人気）
3連単票数 計 822559 的中 ��� 2758（69番人気）
上り 1マイル 1：52．1 4F 54．9－3F 40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テ ル バ イ ク �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2010．12．12 中山3着

2008．4．22生 牡5栗 母 クライインシンパシ 母母 クライングフォーモア 障害：5戦1勝 賞金 10，600，000円
〔競走中止〕 リバーオリエンタル号は，1号障害〔水ごう〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カシマシンセイ号



09065 4月7日 晴 稍重 （25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

59 ヒカルエリントン 牡3鹿 56 内田 博幸髙橋 京子氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 530－ 42：05．6 1．5�
816 エイトエンダー 牡3黒鹿56 横山 典弘吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 456－16 〃 クビ 9．9�
24 モンプレジール 牡3鹿 56 柴田 善臣平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 454－ 82：05．81 65．0�
714 コスモブレード 牡3鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 手塚 貴久 新ひだか 小河 豊水 482＋102：06．01� 6．2�
612 セデュウシング 牝3栗 54 北村 宏司山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 472＋ 62：06．21� 16．1�
36 ネルトスグアサ 牡3黒鹿56 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 448－ 22：06．41� 34．2	
11 マイネルジェイド 牡3鹿 56 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 436± 02：06．5	 14．7�
12 ネオヴァンデロア 牡3黒鹿56 蛯名 正義小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 518－122：06．6� 30．3�
48 ロードラファエル 牡3鹿 56 田辺 裕信 
ロードホースクラブ 栗田 徹 新ひだか 中田 英樹 470－ 4 〃 アタマ 22．0
713 テワヒポウナム 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 434＋ 82：06．91	 401．9�
510 アールジュエリー 牝3黒鹿 54

52 △杉原 誠人星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 434 ―2：07．75 308．2�
611 オ ン ラ イ ン 牡3鹿 56 熊沢 重文重松 國建氏 佐藤 吉勝 新ひだか 沼田 照秋 476＋ 22：07．8� 326．3�
817 サイドスティック 牡3鹿 56 北村 友一広尾レース
 鹿戸 雄一 日高 戸川牧場 514 ―2：08．54 166．0�
715 アフターダークネス 牡3栗 56 岡田 祥嗣芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 大柳ファーム 516＋ 22：09．24 567．5�
35 リカーズココ 牝3鹿 54 菅原 隆一�宮内牧場 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 402－ 2 〃 クビ 542．4�
47 ヴェイパーコーン 牡3栗 56 村田 一誠 
グリーンファーム和田 正道 新ひだか 前田 宗将 B516＋ 22：09．3� 22．2�
23 ダムールフォンテン 牡3青鹿56 大庭 和弥吉橋 計氏 高橋 裕 えりも 寺井 文秀 514＋ 22：10．79 467．2�
818 リッチエモーション 牝3栗 54 西田雄一郎橋川 欣司氏 本間 忍 日高 日西牧場 B446＋ 4 〃 ハナ 559．3�
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売 得 金
単勝： 29，524，000円 複勝： 65，971，900円 枠連： 17，542，900円
馬連： 61，764，300円 馬単： 48，722，000円 ワイド： 28，549，200円
3連複： 78，806，700円 3連単： 148，017，100円 計： 478，898，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 230円 � 600円 枠 連（5－8） 740円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，110円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 9，360円 3 連 単 ��� 28，140円

票 数

単勝票数 計 295240 的中 � 158701（1番人気）
複勝票数 計 659719 的中 � 387665（1番人気）� 43421（3番人気）� 12390（10番人気）
枠連票数 計 175429 的中 （5－8） 17726（4番人気）
馬連票数 計 617643 的中 �� 57313（3番人気）
馬単票数 計 487220 的中 �� 33437（3番人気）
ワイド票数 計 285492 的中 �� 20036（2番人気）�� 6168（11番人気）�� 1987（37番人気）
3連複票数 計 788067 的中 ��� 6217（33番人気）
3連単票数 計1480171 的中 ��� 3882（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―36．4―49．1―1：02．8―1：15．6―1：28．1―1：40．5―1：52．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ヒカルエリントン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．10．7 東京7着

2010．2．16生 牡3鹿 母 ディクシージャズ 母母 ディクシースプラッシュ 8戦1勝 賞金 14，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダムールフォンテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月7日まで平地

競走に出走できない。
リッチエモーション号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6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 オマツリマンボ号・シャドークイーン号・メリオンジョー号

09066 4月7日 晴 重 （25中山3）第6日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時40分 （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
1：48．5
1：47．8

重
重

510 ツクバローレル 牡3黒鹿56 横山 典弘荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 青森 ワールドファーム 504－ 21：54．7 4．7�
36 リキサンステルス 牡3青鹿56 北村 宏司 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 478＋ 61：54．91 5．0�
47 ディアグリスター 牡3鹿 56 熊沢 重文ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 464＋ 21：55．96 57．3�
23 � ヤンキーソヴリン 牡3黒鹿56 田辺 裕信岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.

Brilie, L. P. 482－ 21：56．21� 10．0�
714 タガノギャラクシー 牡3鹿 56 岡田 祥嗣八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 522－ 81：56．3	 5．3�
611 クレバーパルマ 牝3栗 54 北村 友一本間 充氏 根本 康広 新ひだか 橋本牧場 430＋ 81：56．4	 60．7	
816 ホイットマン 
3栗 56 村田 一誠池谷 誠一氏 栗田 徹 むかわ 上水牧場 446－ 61：56．61� 83．1

12 フリークエンシー 牡3黒鹿56 石橋 脩山上 和良氏 堀井 雅広 新ひだか 松田 一夫 536－ 41：56．81 6．1�
11 サンマルスピリット 牡3鹿 56 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 492－ 21：57．33 46．4�
815 ヴ ェ リ ー ヌ 牝3鹿 54 松岡 正海小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 杵臼牧場 446＋ 41：57．83 22．1
24 ハートアンドハート 牝3青鹿54 吉田 豊村井 良孝氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 472＋ 81：57．9� 96．3�
612 マイネオレンジ 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 478＋241：59．17 58．1�
35 ケイジータイタン 牡3青鹿56 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B514＋ 42：00．05 36．1�
48 ボブキャット 牡3鹿 56 蛯名 正義村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 504＋102：00．85 4．5�
713 コスモグランツ 牡3黒鹿56 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 浦河 福岡 光夫 B494－ 22：02．6大差 350．7�
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59 ポルスターシャイン 牡3鹿 56 柴田 善臣平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 24，700，100円 複勝： 40，405，900円 枠連： 17，178，600円
馬連： 64，822，300円 馬単： 38，664，100円 ワイド： 27，515，200円
3連複： 77，788，500円 3連単： 124，789，200円 計： 415，863，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 200円 � 720円 枠 連（3－5） 1，290円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，660円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 18，070円 3 連 単 ��� 87，710円

票 数

単勝票数 計 247001 的中 � 42172（2番人気）
複勝票数 計 404059 的中 � 64145（1番人気）� 59879（2番人気）� 11303（8番人気）
枠連票数 計 171786 的中 （3－5） 9841（5番人気）
馬連票数 計 648223 的中 �� 29359（8番人気）
馬単票数 計 386641 的中 �� 9225（13番人気）
ワイド票数 計 275152 的中 �� 11747（3番人気）�� 3997（19番人気）�� 2333（33番人気）
3連複票数 計 777885 的中 ��� 3177（63番人気）
3連単票数 計1247892 的中 ��� 1050（283番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．3―13．3―13．0―13．2―13．6―13．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―35．7―49．0―1：02．0―1：15．2―1：28．8―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F39．5
1
3
12（8，13，14）2－5，16（4，15）（3，7）1，11－（6，10）・（12，8，14）（2，15，7）（16，13）3，1，11（5，6）（4，10）

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

勝馬の
紹 介

ツクバローレル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2013．2．23 中山1着

2010．4．28生 牡3黒鹿 母 ローレルアンジュ 母母 スマートダーリン 3戦2勝 賞金 12，300，000円
〔出走取消〕 ポルスターシャイン号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイジータイタン号・ボブキャット号・コスモグランツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成25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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コンプリートゲーム号・マイネルガブリエル号



09067 4月7日 晴 重 （25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

47 ナムラケイオス 牝4鹿 55 北村 宏司奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 514－ 21：12．4 4．8�
23 ラ シ ー ク 牝4鹿 55 武士沢友治�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 478－ 41：12．61� 3．5�
11 エンドレスノット 牝4鹿 55 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 484＋181：13．02� 2．6�
510 フ ジ チ ャ ン 牝5鹿 55 石橋 脩臼井義太郎氏 清水 英克 新ひだか 中田 英樹 478－ 4 〃 クビ 10．2�
48 ドリームバラード 牝4黒鹿55 横山 典弘ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B458＋ 81：13．42� 14．8	
24 クラウンリバー 牝5鹿 55 松岡 正海矢野 悦三氏 松永 康利 宮崎 田上 勝雄 492－ 21：13．5� 14．4

714 ベルストーリー 牝4鹿 55

53 △杉原 誠人髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 高岸 順一 506＋121：13．6� 15．0�
612 ク ナ ン ガ ン 牝6黒鹿55 上野 翔坂田 行夫氏 高市 圭二 日高 いとう牧場 484± 01：13．81� 271．0�
815� オギノシュタイン 牝5黒鹿55 中谷 雄太荻野 亮氏 大和田 成 新ひだか 静内白井牧場 480－141：14．12 325．5
713� カンタベリーママ 牝4鹿 55 西田雄一郎峰 哲馬氏 蛯名 利弘 新ひだか 藤吉牧場 412－ 21：14．31� 508．7�
12 アサクサウタヒメ 牝4黒鹿55 吉田 豊田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 442－141：14．51� 113．2�
35 ケ ツ ァ ー ル 牝5鹿 55 村田 一誠�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 478－ 91：14．71� 63．9�
611� リバティーホール 牝4鹿 55 上村 洋行吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B432－211：15．12� 231．3�
36 スマイルヴィジット 牝4栗 55 田辺 裕信ディアレスト 池上 昌弘 新冠 赤石 久夫 B430± 01：15．41	 30．2�
816 プリンチペッサ 牝4栗 55 丹内 祐次�三嶋牧場 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 408＋ 61：15．5� 118．3�
59 � サンマルヴァーゴ 牝4栗 55 熊沢 重文相馬 勇氏 佐藤 吉勝 小清水 千島北斗牧場 442－ 41：16．56 389．5�
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売 得 金
単勝： 23，625，500円 複勝： 35，520，000円 枠連： 20，220，900円
馬連： 62，968，100円 馬単： 42，126，400円 ワイド： 26，522，100円
3連複： 73，435，600円 3連単： 130，991，100円 計： 415，409，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 140円 � 130円 枠 連（2－4） 510円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 350円 �� 300円 �� 260円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 5，600円

票 数

単勝票数 計 236255 的中 � 39283（3番人気）
複勝票数 計 355200 的中 � 61244（3番人気）� 65969（2番人気）� 83833（1番人気）
枠連票数 計 202209 的中 （2－4） 29803（3番人気）
馬連票数 計 629681 的中 �� 52481（3番人気）
馬単票数 計 421264 的中 �� 15759（6番人気）
ワイド票数 計 265221 的中 �� 18248（3番人気）�� 21897（2番人気）�� 26300（1番人気）
3連複票数 計 734356 的中 ��� 62540（1番人気）
3連単票数 計1309911 的中 ��� 17278（6番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．9―12．4―12．1―12．4

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F36．9
3 3（1，4，5）（9，10）7，11（8，15，6）－（2，14）－12，13，16 4 3，4（1，10）（7，5）（9，15）（8，11）2（14，6）（13，12）－16

勝馬の
紹 介

ナムラケイオス �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 フオテイテン デビュー 2011．7．30 新潟3着

2009．5．17生 牝4鹿 母 ナムラキャサリン 母母 フ ェ ナ 10戦2勝 賞金 21，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルヴァーゴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月7日まで平地

競走に出走できない。

09068 4月7日 晴 重 （25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

710 コスモイフリート 牡6栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 518＋ 61：53．7 12．6�
11 グレートチャールズ 牡4栗 57 畑端 省吾吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 500－ 61：54．12� 4．1�
55 カントリースノー �6黒鹿57 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B512± 01：54．2� 7．5�
44 タイセイローマン 牡4鹿 57 北村 宏司田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 498－ 41：54．62� 4．8�
79 クレバーカイザー 牡4鹿 57 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：55．55 2．4	
812 トキノワイルド 牡4鹿 57 平野 優田中 準市氏 矢野 照正 日高 シンボリ牧場 476＋ 21：55．7� 55．9

22 リンガスクリフ 牡5栗 57 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 504＋ 41：56．01� 25．8�
33 ケイツークロート 牝4栗 55 村田 一誠楠本 勝美氏 高橋 義博 日高 ナカノファーム 466＋ 41：56．1� 93．1�
68 フィーユブルー �4鹿 57 武士沢友治青芝商事� 矢野 英一 千歳 社台ファーム B482＋ 61：56．52� 25．6
67 	 ジ プ タ 牡4黒鹿57 吉田 豊清家 聖仁氏 高柳 瑞樹 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 51：56．6� 93．6�
56 リンクルリッジ 牡5黒鹿57 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 462± 01：57．02� 93．2�
811 キングモンブラン 牡4鹿 57 内田 博幸沼川 一彦氏 伊藤 圭三 浦河 杵臼牧場 436± 01：57．95 25．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，219，200円 複勝： 42，626，000円 枠連： 18，407，300円
馬連： 76，515，800円 馬単： 48，255，000円 ワイド： 28，607，100円
3連複： 82，536，800円 3連単： 162，068，400円 計： 482，235，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 260円 � 190円 � 240円 枠 連（1－7） 480円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 7，620円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，090円 �� 740円

3 連 複 ��� 6，400円 3 連 単 ��� 51，470円

票 数

単勝票数 計 232192 的中 � 14529（5番人気）
複勝票数 計 426260 的中 � 41874（5番人気）� 67031（3番人気）� 46283（4番人気）
枠連票数 計 184073 的中 （1－7） 28407（2番人気）
馬連票数 計 765158 的中 �� 19615（10番人気）
馬単票数 計 482550 的中 �� 4674（24番人気）
ワイド票数 計 286071 的中 �� 7437（12番人気）�� 6359（13番人気）�� 9817（8番人気）
3連複票数 計 825368 的中 ��� 9526（21番人気）
3連単票数 計1620684 的中 ��� 2324（148番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．5―49．5―1：02．1―1：14．9―1：27．8―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモイフリート �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2009．12．13 中京2着

2007．5．1生 牡6栗 母 ローレルヴェロッサ 母母 メイシヨウスキー 33戦3勝 賞金 45，263，000円
※キングモンブラン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09069 4月7日 晴 稍重 （25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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

57 ブリリアントアスク 牝3鹿 54 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 428－ 21：51．5 6．7�
68 フロアクラフト 牝3黒鹿54 蛯名 正義 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 クビ 4．6�
56 ティンホイッスル 牝3黒鹿54 大庭 和弥 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム 446－ 61：51．71� 169．8�
711 クラリティーエス 牝3青鹿54 吉田 豊吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム 480＋ 81：51．8� 9．4�
11 ブルーバレット 牝3黒鹿54 中谷 雄太泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 452－ 61：51．9� 49．8�
22 ムードティアラ 牝3鹿 54 松岡 正海�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 462－ 81：52．0クビ 22．5	
812 エスターブレ 牝3栗 54 柴田 善臣草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 442＋ 21：52．1� 23．7

710 アルマシャウラ 牝3鹿 54 横山 典弘コウトミックレーシング 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 426－121：52．2� 80．0�
813 アドマイヤイチバン 牝3青鹿54 内田 博幸近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 456± 01：52．41� 7．5�
44 サトノフェアリー 牝3鹿 54 村田 一誠里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 428－ 81：52．5� 12．9
33 ピクシーホロウ 牝3鹿 54 西田雄一郎吉田 和美氏 大竹 正博 新冠 若林牧場 468－ 8 〃 ハナ 13．3�
45 ラッキーマイラブ 牝3鹿 54 丹内 祐次�ターフ・スポート鈴木 康弘 浦河 酒井牧場 454－101：52．6� 135．1�
69 アイズオンリー 牝3芦 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 486－ 21：52．91� 2．7�
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売 得 金
単勝： 30，699，700円 複勝： 49，680，600円 枠連： 25，085，500円
馬連： 103，591，100円 馬単： 58，996，900円 ワイド： 36，671，800円
3連複： 111，273，800円 3連単： 204，736，900円 計： 620，736，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 230円 � 200円 � 1，770円 枠 連（5－6） 600円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 670円 �� 9，030円 �� 10，670円

3 連 複 ��� 55，010円 3 連 単 ��� 234，630円

票 数

単勝票数 計 306997 的中 � 36521（3番人気）
複勝票数 計 496806 的中 � 63389（3番人気）� 80079（2番人気）� 5559（12番人気）
枠連票数 計 250855 的中 （5－6） 31287（2番人気）
馬連票数 計1035911 的中 �� 44545（6番人気）
馬単票数 計 589969 的中 �� 11626（13番人気）
ワイド票数 計 366718 的中 �� 14467（6番人気）�� 963（52番人気）�� 814（57番人気）
3連複票数 計1112738 的中 ��� 1493（113番人気）
3連単票数 計2047369 的中 ��� 644（574番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．1―12．9―13．1―12．9―12．0―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．3―49．2―1：02．3―1：15．2―1：27．2―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブリリアントアスク �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2012．6．30 函館3着

2010．3．17生 牝3鹿 母 マーズプリンセス 母母 ディアーミミ 12戦2勝 賞金 21，321，000円
※出走取消馬 ビアンカシェボン号（疾病〔右肩跛行〕のため）

09070 4月7日 晴 稍重 （25中山3）第6日 第10競走 ��
��1，600�

し お ど め

汐 留 特 別
発走14時50分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，24．4．7以降25．3．31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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

710� タ ー フ ェ ル 牡5栗 54 田辺 裕信伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン
牧場 B510＋ 41：36．5 9．9�

68 � ホーマンベルウィン 牡5黒鹿54 石橋 脩久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 466－ 21：36．82 72．4�
22 � エメラルスピード 牡5栗 54 北村 宏司高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 460－ 41：36．9クビ 7．1�
33 ケルンフォーティー 牡4栗 56 内田 博幸谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 450－ 21：37．0� 3．0�
56 コ リ ー ヌ 牝4鹿 52 横山 典弘�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 446＋ 8 〃 クビ 7．2�
57 マイネイディール 牝5青鹿51 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 496± 01：37．21	 19．1	
44 スフィンクス 牝4鹿 52 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 448＋ 21：37．51
 123．0

813 ゴールドカルラ 牝5鹿 52 柴田 善臣磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 512＋ 2 〃 アタマ 11．1�
812� ダブルオーセブン 牡5黒鹿54 吉田 豊久保 佳和氏 古賀 史生 日高 新生ファーム 492－ 21：38．03 11．0�
45 ゴールドスマイル 牡5鹿 53 杉原 誠人居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 480－ 2 〃 ハナ 51．5
711 ユメノトキメキ 牝6鹿 51 武士沢友治諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 浦河 多田 善弘 B484－ 21：38．21	 101．8�
69 コスモトゥルーラヴ 牡4鹿 55 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 498± 01：38．62� 4．3�
11 マ イ ヨ ー ル 牡7芦 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 清水 美波 新ひだか 乾 皆雄 502－ 2 〃 クビ 41．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，244，000円 複勝： 54，691，200円 枠連： 26，323，600円
馬連： 127，474，100円 馬単： 70，887，100円 ワイド： 42，732，700円
3連複： 140，272，000円 3連単： 263，963，800円 計： 761，588，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 340円 � 1，160円 � 290円 枠 連（6－7） 1，800円

馬 連 �� 20，270円 馬 単 �� 34，150円

ワ イ ド �� 3，850円 �� 930円 �� 4，500円

3 連 複 ��� 42，690円 3 連 単 ��� 297，420円

票 数

単勝票数 計 352440 的中 � 28156（5番人気）
複勝票数 計 546912 的中 � 44577（6番人気）� 10788（11番人気）� 54956（4番人気）
枠連票数 計 263236 的中 （6－7） 10814（11番人気）
馬連票数 計1274741 的中 �� 4643（43番人気）
馬単票数 計 708871 的中 �� 1532（76番人気）
ワイド票数 計 427327 的中 �� 2675（39番人気）�� 11889（12番人気）�� 2285（41番人気）
3連複票数 計1402720 的中 ��� 2425（110番人気）
3連単票数 計2639638 的中 ��� 655（663番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．1―12．1―12．1―12．1―12．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．4―36．5―48．6―1：00．7―1：12．8―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

�タ ー フ ェ ル �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

2008．4．2生 牡5栗 母 イ ゾ ル デ 母母 パッサカリア 24戦2勝 賞金 39，571，000円
初出走 JRA

１レース目



09071 4月7日 晴 稍重 （25中山3）第6日 第11競走 ��
��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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

23 	 ポアゾンブラック 牡4青鹿55 上村 洋行村上 憲政氏 本田 優 日高 出口牧場 524＋ 61：09．8 11．1�
35 アースソニック 牡4鹿 56 武士沢友治前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 474－ 8 〃 ハナ 14．7�
815 テイエムオオタカ 牡5鹿 57 松岡 正海竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 502－ 2 〃 クビ 7．0�
510
 セイウンジャガーズ 牡6黒鹿56 北村 宏司西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud 480－ 61：10．01 13．8�
24 クリーンエコロジー 牡5芦 56 蛯名 正義石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 506＋ 2 〃 クビ 11．3�
11 
 ヘニーハウンド 牡5栗 55 石橋 脩林 正道氏 矢作 芳人 米 Gulf Coast

Farms, LLC 502± 01：10．1クビ 15．1�
713 ア フ ォ ー ド 牡5鹿 56 村田 一誠前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 460－ 61：10．31� 6．5	
714 ニシノビークイック 牡4栗 56 丹内 祐次西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 484－ 4 〃 ハナ 19．9

48 ボストンエンペラー 牡5黒鹿56 吉田 豊ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 464－12 〃 アタマ 25．8�
612 セイクレットレーヴ 牡4鹿 56 柴田 善臣嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 474± 01：10．4クビ 12．6
36 アウトクラトール 牡8鹿 56 高田 潤 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 クビ 114．4�
47 エーシンダックマン 牡6鹿 58 杉原 誠人�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 492－ 61：10．61 55．3�
816 ニシノステディー 牝5栗 54 内田 博幸西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 484－ 41：11．02� 14．7�
59 
 モルトグランデ 牡9鹿 57 田辺 裕信櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade I

Bloodstock 490－ 61：11．1� 152．2�
12 
 オ ー セ ロ ワ 7栗 56 北村 友一吉田 和美氏 安田 隆行 米 Mike G.

Rutherford 490－161：11．31� 98．1�
611 オ リ ー ビ ン 牡4栗 56 横山 典弘吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 470－ 61：11．4� 3．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，561，800円 複勝： 83，602，100円 枠連： 68，231，300円
馬連： 272，391，700円 馬単： 133，343，700円 ワイド： 82，942，200円
3連複： 331，489，500円 3連単： 566，529，000円 計： 1，593，091，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 420円 � 410円 � 300円 枠 連（2－3） 3，260円

馬 連 �� 6，820円 馬 単 �� 13，270円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 1，970円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 19，330円 3 連 単 ��� 113，100円

票 数

単勝票数 計 545618 的中 � 38783（4番人気）
複勝票数 計 836021 的中 � 50769（8番人気）� 53531（7番人気）� 77922（3番人気）
枠連票数 計 682313 的中 （2－3） 15484（17番人気）
馬連票数 計2723917 的中 �� 29488（33番人気）
馬単票数 計1333437 的中 �� 7420（57番人気）
ワイド票数 計 829422 的中 �� 9965（29番人気）�� 10357（26番人気）�� 13053（19番人気）
3連複票数 計3314895 的中 ��� 12657（75番人気）
3連単票数 計5665290 的中 ��� 3697（404番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―11．6―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―46．1―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．3
3 ・（7，3）（2，5，15）（4，11，16，9，13）（8，6）（10，12）1，14 4 7，3（2，5，15）（4，13）（8，16）（1，11，10，9）（14，6，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

	ポアゾンブラック �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 チーフベアハート

2009．3．31生 牡4青鹿 母 サンライトチーフ 母母 サンライトコール 6戦2勝 賞金 44，758，000円
地方デビュー 2011．11．22 園田

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）11頭 エタンダール号・エーシンヒットマン号・サクラアドニス号・シェアースマイル号・シセイオウジ号・

ダッシャーワン号・ビウイッチアス号・フォーエバーマーク号・ホッカイカンティ号・メイショウエンジン号・
ラフレーズカフェ号

09072 4月7日 晴 重 （25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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

23 ケ ビ ン ド ゥ 牡4栗 57 北村 友一井上 一郎氏 伊藤 大士 日高 いとう牧場 476± 01：11．8 16．1�
24 アルベルティ 牡5鹿 57 岡田 祥嗣 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508± 01：12．11� 33．7�
35 ピグマリオン 牡4鹿 57 田辺 裕信 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 456＋ 4 〃 ハナ 3．2�
611 ヘアーオブザドッグ 牡4鹿 57 北村 宏司平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 510－ 21：12．31	 3．7�
713 ウインクロニクル 牡6黒鹿57 石橋 脩�ウイン 清水 英克 浦河 鎌田 正嗣 480－ 2 〃 クビ 34．4	
48 クラッチヒット 牡8栗 57 村田 一誠島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 484－101：12．4
 32．5

59 ローブドヴルール 牝7鹿 55 松岡 正海�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 498＋ 4 〃 クビ 7．8�
12 � セイウンオウサム 牡6芦 57 武士沢友治西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.

Maguire 518± 01：12．61	 19．4�
36 キンショーユウジャ 牡5栗 57 吉田 豊礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 506－ 81：13．13 24．9
47 ゲンパチメジャー 牡4栗 57 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 492＋ 6 〃 アタマ 15．3�
816 ドクトルジバゴ 牡6鹿 57 横山 典弘馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 488＋ 21：13．3� 50．9�
11 トーホウジャパン 牡5栗 57 上村 洋行東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 478－ 41：13．62 26．5�
612� ローレンルーナ 牡4鹿 57 蛯名 正義林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama B476± 01：14．02
 7．2�
714 ノボピュアリティ 牝4鹿 55 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 490＋ 41：14．1
 35．0�
510 サ イ カ ニ ア 牡6鹿 57 熊沢 重文�ターフ・スポート木村 哲也 浦河 酒井牧場 B506＋ 41：14．2
 250．6�
815 トミケンスプリング 牝4青鹿 55

53 △杉原 誠人冨樫 賢二氏 水野 貴広 新ひだか 田中 裕之 B466± 01：14．3
 179．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，650，600円 複勝： 71，018，200円 枠連： 48，080，000円
馬連： 164，891，800円 馬単： 87，159，000円 ワイド： 58，859，600円
3連複： 199，729，100円 3連単： 353，299，700円 計： 1，033，688，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 370円 � 670円 � 160円 枠 連（2－2） 18，880円

馬 連 �� 19，100円 馬 単 �� 37，400円

ワ イ ド �� 4，860円 �� 1，110円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 17，530円 3 連 単 ��� 151，770円

票 数

単勝票数 計 506506 的中 � 24908（6番人気）
複勝票数 計 710182 的中 � 45311（5番人気）� 22404（10番人気）� 156262（1番人気）
枠連票数 計 480800 的中 （2－2） 1880（33番人気）
馬連票数 計1648918 的中 �� 6372（58番人気）
馬単票数 計 871590 的中 �� 1720（114番人気）
ワイド票数 計 588596 的中 �� 2895（57番人気）�� 13464（7番人気）�� 9334（15番人気）
3連複票数 計1997291 的中 ��� 8409（62番人気）
3連単票数 計3532997 的中 ��� 1718（497番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．7―12．4―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．5―46．9―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．3
3 3（7，12）15（6，9，13）（14，11）（5，16）4（8，10）（2，1） 4 3（7，12，13）（6，9）（5，11）15（8，4）16（14，2，1）10

勝馬の
紹 介

ケ ビ ン ド ゥ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Ashkalani デビュー 2011．10．2 中山2着

2009．3．26生 牡4栗 母 リトルナムラ 母母 フ ェ ナ 14戦3勝 賞金 30，940，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アフリカンハンター号・キンシザイル号・ケージーヨシツネ号・シゲルシゲザネ号・ヒカルマイソング号・

ヤマノサファイア号
（非抽選馬） 1頭 ヘイハチスカイ号

４レース目



（25中山3）第6日 4月7日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 181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

196，820，000円
5，360，000円
1，540，000円
17，760，000円
67，301，500円
5，380，800円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
336，695，500円
557，579，300円
289，942，400円
1，100，765，400円
644，406，700円
407，282，600円
1，312，592，300円
2，317，135，400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 6，966，399，600円

総入場人員 24，697名 （有料入場人員 22，537名）
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