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09085 4月14日 晴 良 （25中山3）第8日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時05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

56 ス ペ リ オ ル 牝3黒鹿54 C．デムーロ 下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B484＋ 41：13．7 6．4�
（伊）

811 オスカルアンドラス 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ターフ・スポート加藤 征弘 浦河 市川フアーム 482＋101：14．01� 2．9�
68 ブライティアミル 牝3栗 54 M．デムーロ小林 昌志氏 的場 均 新冠 清水 克則 456＋ 4 〃 ハナ 9．3�

（仏）

67 ビックファントム 牡3鹿 56 田中 勝春芹澤 精一氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 502＋ 4 〃 ハナ 2．9�
11 ノボサイボーグ 牡3栗 56 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 458－ 2 〃 クビ 10．0	
44 ナムラコンジョウ 牡3芦 56 田辺 裕信奈村 信重氏 岩戸 孝樹 様似 林 時春 502＋ 4 〃 アタマ 11．4

812 マザーズアイ 牝3栗 54 和田 竜二西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 454± 01：14．31� 32．4�
79 バシニアティヴ 牝3栗 54 大庭 和弥石橋 英郎氏 高橋 義博 洞爺湖 メジロ牧場 428＋ 21：14．51� 143．6�
55 キャニオンチャーム 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 和生�谷川牧場 伊藤 圭三 浦河 谷川牧場 B456－121：14．71� 98．6
22 ラピッズトウショウ 牝3栗 54 武士沢友治トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 424＋ 41：15．23 235．5�
33 レッドジュピター 牝3栗 54 北村 宏司�コオロ 高柳 瑞樹 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 458－ 81：15．52 53．3�
710 パトロクロス 牡3栗 56 内田 博幸村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 460－ 4 （競走中止） 21．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，779，500円 複勝： 33，000，200円 枠連： 12，298，300円
馬連： 51，262，300円 馬単： 34，662，000円 ワイド： 20，293，700円
3連複： 60，900，800円 3連単： 108，143，500円 計： 338，340，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 210円 � 140円 � 280円 枠 連（5－8） 1，220円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 540円 �� 730円 �� 720円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 19，490円

票 数

単勝票数 計 177795 的中 � 22196（3番人気）
複勝票数 計 330002 的中 � 40385（3番人気）� 78527（2番人気）� 24990（6番人気）
枠連票数 計 122983 的中 （5－8） 7477（7番人気）
馬連票数 計 512623 的中 �� 29589（5番人気）
馬単票数 計 346620 的中 �� 7763（14番人気）
ワイド票数 計 202937 的中 �� 9509（5番人気）�� 6750（10番人気）�� 6851（9番人気）
3連複票数 計 609008 的中 ��� 13136（13番人気）
3連単票数 計1081435 的中 ��� 4097（63番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．1―12．6―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．6―48．2―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス ペ リ オ ル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2012．9．9 中山10着

2010．4．3生 牝3黒鹿 母 フサイチワールド 母母 ロイヤルコスマー 6戦1勝 賞金 6，300，000円
〔競走中止〕 パトロクロス号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。

09086 4月14日 晴 良 （25中山3）第8日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30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

11 スペクトロライト 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B456－ 41：57．9 1．9�
47 ティアサンシャイン 牝3青鹿54 田中 勝春岩崎 銀一氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 486－ 21：58．64 22．4�
24 マキノクィーン 牝3鹿 54 藤岡 佑介島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 480－ 21：58．7� 14．9�
510 アウレオーラ 牝3黒鹿54 吉田 豊有限会社シルク大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B516± 01：58．8� 4．4�
59 プリンセスペガサス 牝3栗 54 北村 宏司外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 460－ 81：58．9クビ 18．0�
35 モンビジュー 牝3栗 54 福永 祐一大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 450＋ 81：59．0� 32．5	
36 タマモマイヒメ 牝3鹿 54 田辺 裕信タマモ
 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B460± 02：00．17 13．2�
12 トーアコロチャン 牝3栗 54 武士沢友治高山ランド
 柴田 政人 豊浦トーア牧場 454± 02：00．2� 321．6�
48 カシノオパール 牝3芦 54

51 ▲山崎 亮誠柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか 前川 隆則 418＋ 4 〃 クビ 502．1
611 フクノアトリア 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太福島 実氏 伊藤 伸一 浦河 木村牧場 470＋ 62：01．26 60．0�
713 ディアリヴァル 牝3青鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 水野 貴広 新ひだか 大典牧場 446－102：01．41� 163．2�
612 ハンバーガー 牝3栗 54 江田 照男藤田 浩一氏 尾形 和幸 新冠 松浦牧場 B448－ 42：01．93 186．4�
23 ハーツオブテキサス 牝3黒鹿54 横山 典弘吉田 千津氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 484－102：02．0クビ 5．9�
714 オ リ ュ ウ 牝3黒鹿54 大庭 和弥北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 見上牧場 480＋ 42：03．49 322．9�
815 スターピューピル 牝3栗 54 柴田 大知吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 442＋ 22：03．72 275．5�
816 ウイントレジャー 牝3栗 54 和田 竜二
ウイン 大竹 正博 新冠 コスモヴューファーム 480± 02：05．7大差 188．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，748，800円 複勝： 31，190，300円 枠連： 12，987，900円
馬連： 46，634，200円 馬単： 33，935，600円 ワイド： 20，327，500円
3連複： 57，020，600円 3連単： 106，683，000円 計： 328，527，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 330円 � 320円 枠 連（1－4） 1，950円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 780円 �� 580円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 5，940円 3 連 単 ��� 22，530円

票 数

単勝票数 計 197488 的中 � 85533（1番人気）
複勝票数 計 311903 的中 � 104243（1番人気）� 18490（6番人気）� 19637（5番人気）
枠連票数 計 129879 的中 （1－4） 4919（7番人気）
馬連票数 計 466342 的中 �� 15084（9番人気）
馬単票数 計 339356 的中 �� 9230（9番人気）
ワイド票数 計 203275 的中 �� 6500（9番人気）�� 9104（4番人気）�� 2108（24番人気）
3連複票数 計 570206 的中 ��� 7096（21番人気）
3連単票数 計1066830 的中 ��� 3496（68番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．5―13．3―13．8―14．1―14．1―13．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―35．9―49．2―1：03．0―1：17．1―1：31．2―1：44．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．9―3F40．8
1
3
6，10－16，3，7（4，12，14）－13，5（9，15）－（8，11）1－2・（6，10）3（7，4，13，9）1（5，16）（14，12，11）8，15，2

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

勝馬の
紹 介

スペクトロライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー 2012．12．9 中山5着

2010．2．11生 牝3鹿 母 バ ラ ン セ ラ 母母 Baranciaga 4戦1勝 賞金 7，700，000円
〔その他〕 ウイントレジャー号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オリュウ号・スターピューピル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月14日

まで平地競走に出走できない。

第３回 中山競馬 第８日



09087 4月14日 晴 良 （25中山3）第8日 第3競走 ��
��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

47 バトルレジナ 牝3芦 54 戸崎 圭太宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 秋田牧場 470＋121：14．5 17．8�
11 ナムラキンボシ 牡3鹿 56 蛯名 正義奈村 信重氏 高木 登 日高 沖田牧場 488± 01：14．6� 1．4�
34 � フロリダブルー 牡3鹿 56 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 松山 康久 米 Darley & Craig

D. Upham 460 ― 〃 クビ 7．9�
22 アーケオプテリクス 牝3鹿 54 武士沢友治佐々木雄二氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 41：15．34 29．2�
611 ライングラン 牡3芦 56 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 シンボリ牧場 442－ 81：15．51	 81．8�
58 フレーズデボワ 牡3栗 56 北村 宏司 	社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 498＋101：15．7� 68．1

713 カシノマインド 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 474± 0 〃 ハナ 425．0�
46 ウインドエーデル 牡3鹿 56 和田 竜二福原 正博氏 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド 464－ 2 〃 アタマ 7．8�
35 キクカサンダー 牡3鹿 56 三浦 皇成飯島 和吉氏 二ノ宮敬宇 浦河 小倉牧場 444＋ 4 〃 ハナ 361．8
610 テルミニスト 牡3黒鹿56 吉田 豊加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 B462＋ 21：15．91
 24．4�
712 イデアリスタ �3鹿 56 江田 照男岡田 壮史氏 菊川 正達 平取 原田 新治 472－ 21：16．22 275．7�
815 アルバラード 牡3鹿 56

53 ▲横山 和生有限会社シルク伊藤 圭三 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B476＋ 21：16．94 80．5�

814 クリーンオトコギ 牡3栗 56 田辺 裕信石橋 和夫氏 清水 英克 様似 猿倉牧場 446 ―1：17．43 185．3�
23 ファンタスキー 牡3鹿 56 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 中橋 清 472＋241：18．99 276．9�
59 メイショウオリヅル 牝3青鹿54 浜中 俊松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 446＋ 41：21．0大差 11．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，292，200円 複勝： 90，152，700円 枠連： 15，894，400円
馬連： 52，760，100円 馬単： 47，327，500円 ワイド： 24，398，800円
3連複： 70，352，300円 3連単： 148，446，400円 計： 474，624，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 300円 � 110円 � 190円 枠 連（1－4） 300円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，240円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 22，490円

票 数

単勝票数 計 252922 的中 � 11253（5番人気）
複勝票数 計 901527 的中 � 26926（5番人気）� 636620（1番人気）� 54242（3番人気）
枠連票数 計 158944 的中 （1－4） 39913（1番人気）
馬連票数 計 527601 的中 �� 40266（5番人気）
馬単票数 計 473275 的中 �� 9214（13番人気）
ワイド票数 計 243988 的中 �� 14085（6番人気）�� 4322（17番人気）�� 21236（2番人気）
3連複票数 計 703523 的中 ��� 25941（7番人気）
3連単票数 計1484464 的中 ��� 4872（69番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―12．9―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―36．0―48．9―1：01．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バトルレジナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 El Prado デビュー 2012．6．9 函館2着

2010．3．19生 牝3芦 母 クリスティーナサンチェス 母母 Cope’s Light 7戦1勝 賞金 10，900，000円
〔その他〕 ファンタスキー号は，発走後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウオリヅル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月14日まで平地

競走に出走できない。

09088 4月14日 晴 良 （25中山3）第8日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時30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
1：30．7
1：30．7

良
良

12 マイネルミラノ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 458± 01：36．5 3．0�

611 ブライトチェリー 牝3芦 54 田中 勝春 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 462＋121：36．6� 12．3�
35 イヴピアジェ 牝3青鹿54 福永 祐一�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450± 01：36．7� 3．2�
24 オ ベ ロ ン �3鹿 56 A．シュタルケ �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 クビ 15．6�

（独）

714 マイネルゴスホーク 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 大北牧場 500－ 21：37．12� 15．5	

47 ル タ ド ー ル 牡3黒鹿56 内田 博幸 �オリオンファーム 牧 光二 日高 オリオンファーム 470＋ 4 〃 クビ 6．2

612 ベルゲンクライ 牡3芦 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 490＋ 41：37．2クビ 41．0�
23 マインユアーズ 牝3栗 54

51 ▲横山 和生藤田 秀行氏 的場 均 日高 増尾牧場 436＋ 6 〃 クビ 280．7�
48 クリアビュー 牝3鹿 54 勝浦 正樹髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 448－ 4 〃 ハナ 118．8
510 イイデジャスト 牝3黒鹿54 蛯名 正義 �アールエスエーカントリ土田 稔 新冠 山岡ファーム 480＋101：37．73 134．6�
59 ファイアポイント 牡3黒鹿56 大庭 和弥山上 和良氏 和田 正道 新ひだか 荒木 貴宏 456＋ 41：37．8� 36．2�
815 ボーンチャイナ 牝3栗 54 北村 宏司吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 460 ―1：38．01� 90．1�
11 アラビアンドラゴン �3芦 56 戸崎 圭太吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 434－101：38．1クビ 34．8�
816 アクロコリントス 牝3鹿 54 村田 一誠岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 81：38．73� 133．5�
36 バトルプレミヤ 牝3栗 54 田辺 裕信宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 元茂牧場 460 ― 〃 ハナ 107．9�
713 マリアローザ 牝3青鹿54 M．デムーロ山本 剛史氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 442＋ 61：39．55 9．7�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，293，400円 複勝： 36，141，100円 枠連： 14，658，700円
馬連： 57，373，500円 馬単： 38，297，600円 ワイド： 25，063，000円
3連複： 70，028，200円 3連単： 120，141，900円 計： 383，997，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 230円 � 150円 枠 連（1－6） 1，440円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 580円 �� 250円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 10，750円

票 数

単勝票数 計 222934 的中 � 60012（1番人気）
複勝票数 計 361411 的中 � 91144（1番人気）� 30964（4番人気）� 70543（2番人気）
枠連票数 計 146587 的中 （1－6） 7564（7番人気）
馬連票数 計 573735 的中 �� 25278（6番人気）
馬単票数 計 382976 的中 �� 10618（9番人気）
ワイド票数 計 250630 的中 �� 9983（6番人気）�� 29676（1番人気）�� 7856（9番人気）
3連複票数 計 700282 的中 ��� 31506（3番人気）
3連単票数 計1201419 的中 ��� 8250（21番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．3―12．5―12．6―11．9―11．4―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―36．9―49．4―1：02．0―1：13．9―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．5

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

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

マイネルミラノ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Polish Precedent デビュー 2012．8．5 新潟8着

2010．6．8生 牡3栗 母 パールバーリー 母母 Pearl Kite 7戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 ルタドール号の騎手内田博幸は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・9番）

ブライトチェリー号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
マイネルミラノ号の騎手柴田大知は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マルティオス号
（非抽選馬） 3頭 コウヨウセレクト号・コンチェルティーノ号・シーユーアラウンド号
※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。



09089 4月14日 晴 良 （25中山3）第8日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時20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

714 タッチザターゲット 牡3芦 56 和田 竜二 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 502－ 21：55．6 5．6�
23 ベリートゥベリー 牡3鹿 56 横山 典弘北所 直人氏 鈴木 伸尋 様似 髙村 伸一 462± 01：55．91� 7．5�
48 タマノペルセウス 牡3鹿 56 C．デムーロ 玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 村下 貞憲 508＋ 41：56．0� 3．1�

（伊）

816 ファイブタブレット 牡3栗 56 M．デムーロ �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 486－ 2 〃 アタマ 12．1�
（仏）

59 カーティスバローズ 牡3鹿 56 戸崎 圭太猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 484－ 2 〃 クビ 3．2�
612 プラントハンター 牡3黒鹿56 内田 博幸吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 448－ 61：56．1� 41．8	
713 シゲルラシンバンザ 牡3鹿 56 浜中 俊森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 462－201：56．2クビ 17．1

47 ジャーラベンナ 牡3栗 56 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 492＋ 2 〃 アタマ 40．2�
815 ゴールデンパピオン 牡3鹿 56 北村 宏司 �クイーンズ・ランチ 斎藤 誠 新冠 隆栄牧場 504＋ 2 〃 ハナ 34．2
611 コンプリートゲーム 牡3鹿 56 勝浦 正樹島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 520＋ 41：56．41� 184．4�
35 トーセンレディ 牝3栗 54 田中 勝春島川 �哉氏 加藤 征弘 新ひだか 服部 牧場 482＋ 21：56．5クビ 27．4�
24 ヤマニンパンテオン 牡3鹿 56

53 ▲横山 和生土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 432＋ 41：56．82 50．3�
11 ドラゴンビューティ 牡3鹿 56 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 488＋ 61：57．01� 105．3�
12 マイネルガブリエル 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新ひだか 前谷 武志 482± 01：57．1	 112．6�
510 オ リ ア ー ナ 牝3青鹿54 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 478＋ 21：58．710 179．1�
36 グランプリダッシュ 牡3鹿 56 小牧 太�グランプリ 森 秀行 日高 目黒牧場 488－ 21：59．12	 144．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，556，400円 複勝： 45，782，800円 枠連： 17，821，500円
馬連： 65，446，500円 馬単： 42，325，600円 ワイド： 29，454，500円
3連複： 84，268，300円 3連単： 138，275，900円 計： 449，931，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 140円 � 220円 � 130円 枠 連（2－7） 1，480円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 680円 �� 340円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 16，660円

票 数

単勝票数 計 265564 的中 � 37495（3番人気）
複勝票数 計 457828 的中 � 91254（2番人気）� 43114（4番人気）� 109496（1番人気）
枠連票数 計 178215 的中 （2－7） 8947（9番人気）
馬連票数 計 654465 的中 �� 22387（8番人気）
馬単票数 計 423256 的中 �� 7227（14番人気）
ワイド票数 計 294545 的中 �� 10093（7番人気）�� 23236（2番人気）�� 16481（4番人気）
3連複票数 計 842683 的中 ��� 30590（4番人気）
3連単票数 計1382759 的中 ��� 6126（37番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．9―13．5―13．2―13．0―13．1―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―37．0―50．5―1：03．7―1：16．7―1：29．8―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F38．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

タッチザターゲット �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．2．23 中山1着

2010．3．25生 牡3芦 母 タッチザピーク 母母 タッチフォーゴールド 3戦2勝 賞金 13，000，000円
〔騎手変更〕 ジャーラベンナ号の騎手柴田善臣は，負傷のため三浦皇成に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 トラスティー号・ワールドレーヴ号
※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。

09090 4月14日 晴 良 （25中山3）第8日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時50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
1：08．7
1：08．7

重
重

24 トウショウブーム 牡4鹿 57 内田 博幸トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 522＋ 41：13．1 12．8�
48 ウエスタンスマイル 牡4鹿 57 武 豊西川 賢氏 松山 康久 新ひだか ウエスタンファーム 546－ 41：13．31� 3．4�
47 ホンインボウ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹新井 孝治氏 柄崎 孝 浦河 岡本 昌市 584－ 41：13．51� 32．0�
612 ランドシャーク 牡4鹿 57 浜中 俊千明牧場 勢司 和浩 平取 稲原牧場 502－ 41：13．6� 3．0�
12 サーストンデンバー 牡4鹿 57 北村 宏司齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 B512± 0 〃 ハナ 34．5�
36 プリティーマッハ 牡5芦 57

54 ▲横山 和生越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 456＋ 41：13．7クビ 203．2	
35 グランプリブルー 牡4栗 57 M．デムーロ�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B474－ 6 〃 クビ 31．6


（仏）

11 シルクオフィサー 牡5鹿 57 横山 典弘有限会社シルク大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484－ 81：13．8クビ 8．2�

714 ジョーアカリン 牝5黒鹿55 福永 祐一上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 438＋ 6 〃 クビ 21．8�
713 カネトシファイター 牡5栗 57 田辺 裕信兼松 利男氏 高橋 義博 日高 新井 弘幸 494＋ 21：14．12 249．6
815 エスペランサシチー 牡4芦 57 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 B496± 01：14．2� 14．6�

（伊）

23 オ リ ジ ン 	5鹿 57 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 桑田フアーム 474＋ 41：14．41� 9．0�
510 ストロングティラノ 牡4芦 57 蛯名 正義村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 B504－ 21：14．71� 54．7�
816 アウトオブオーダー 牡7鹿 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 502－ 41：14．8クビ 20．6�
611 ニシノプレゼンス 牡4黒鹿57 川田 将雅西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 508± 01：15．01� 80．8�
59 アタッキングゾーン 牡5鹿 57 三浦 皇成広尾レース� 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 504± 01：15．1クビ 48．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，300，900円 複勝： 51，334，800円 枠連： 22，901，700円
馬連： 76，706，400円 馬単： 47，721，200円 ワイド： 31，891，200円
3連複： 93，064，100円 3連単： 145，371，400円 計： 496，291，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 390円 � 180円 � 790円 枠 連（2－4） 850円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 5，690円

ワ イ ド �� 870円 �� 4，270円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 22，820円 3 連 単 ��� 155，490円

票 数

単勝票数 計 273009 的中 � 16929（5番人気）
複勝票数 計 513348 的中 � 31729（6番人気）� 100598（2番人気）� 13874（10番人気）
枠連票数 計 229017 的中 （2－4） 20006（3番人気）
馬連票数 計 767064 的中 �� 24285（8番人気）
馬単票数 計 477212 的中 �� 6196（19番人気）
ワイド票数 計 318912 的中 �� 9464（8番人気）�� 1781（51番人気）�� 4536（20番人気）
3連複票数 計 930641 的中 ��� 3010（73番人気）
3連単票数 計1453714 的中 ��� 690（453番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．0―12．4―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．6―48．0―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウブーム �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 エアジハード デビュー 2011．10．29 東京1着

2009．5．6生 牡4鹿 母 マタハリトウショウ 母母 ステアトウショウ 14戦2勝 賞金 18，920，000円
〔騎手変更〕 サーストンデンバー号の騎手柴田善臣は，負傷のため北村宏司に変更。
※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。



09091 4月14日 晴 良 （25中山3）第8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）
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

22 ハ ー コ ッ ト 牡4鹿 57 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468± 01：54．6 2．0�
45 コスモマイギフト 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B490＋ 21：54．7� 11．2�
34 フィーユブルー 	4鹿 57 三浦 皇成青芝商事� 矢野 英一 千歳 社台ファーム B482± 01：54．91
 50．4�
33 ダ イ ゴ ロ ー 牡5鹿 57

54 ▲横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 522＋ 41：55．11� 5．9�
712� マックスロノ 牡4栗 57 内田 博幸田所 英子氏 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 486－ 21：55．42 28．2	
69 リネンタキシード 牡6青鹿57 田中 勝春戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 B530－ 41：55．61 49．6

11 � レッドガルシア 牡4栗 57 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B496－ 21：55．91� 39．1�
711 リーサムポイント 牡5栗 57 藤岡 佑介平田 修氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム 468－ 61：56．53� 60．1�
813 マイネルソウル 牡4鹿 57 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 494＋ 21：56．81� 69．8
58 メイショウヤギュウ 牡4栗 57 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 21：57．11� 20．9�
57 ペガサスフラッシュ 牡5栗 57 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 432－ 61：58．710 4．4�
46 � グランドライン 	4黒鹿57 田辺 裕信岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 470－16 〃 クビ 12．4�
610 ビッグプレゼンター 牡4鹿 57

54 ▲山崎 亮誠西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 B464－ 61：59．23 309．9�
814� カ ナ ッ タ リ 牡4黒鹿 57

54 ▲伴 啓太小田切有一氏 高橋 祥泰 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434－102：03．8大差 258．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，683，000円 複勝： 49，614，100円 枠連： 19，903，500円
馬連： 71，333，100円 馬単： 49，948，400円 ワイド： 33，119，800円
3連複： 85，330，800円 3連単： 160，189，700円 計： 497，122，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 200円 � 950円 枠 連（2－4） 470円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，700円 �� 4，570円

3 連 複 ��� 8，260円 3 連 単 ��� 24，420円

票 数

単勝票数 計 276830 的中 � 111789（1番人気）
複勝票数 計 496141 的中 � 185331（1番人気）� 56619（4番人気）� 7940（12番人気）
枠連票数 計 199035 的中 （2－4） 31478（3番人気）
馬連票数 計 713331 的中 �� 75470（3番人気）
馬単票数 計 499484 的中 �� 35044（3番人気）
ワイド票数 計 331198 的中 �� 28592（3番人気）�� 4495（20番人気）�� 1623（43番人気）
3連複票数 計 853308 的中 ��� 7626（28番人気）
3連単票数 計1601897 的中 ��� 4843（73番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．1―12．9―12．7―13．3―13．4―13．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．9―48．8―1：01．5―1：14．8―1：28．2―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F39．8
1
3
・（4，10）7（2，14）6，8－3－（1，13）－5＝（9，12）－11
4（10，7）（2，6，13）3（1，8，5）－（11，14，9）＝12

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

勝馬の
紹 介

ハ ー コ ッ ト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2012．1．15 中山3着

2009．4．25生 牡4鹿 母 アプリコットデュー 母母 レディシュイエロー 13戦2勝 賞金 29，300，000円
〔騎手変更〕 リーサムポイント号の騎手柴田善臣は，負傷のため藤岡佑介に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カナッタリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月14日まで平地競走に

出走できない。

09092 4月14日 晴 良 （25中山3）第8日 第8競走 ��
��1，200�

そ で が う ら

袖 ケ 浦 特 別
発走13時50分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

33 ミヤジエムジェイ 牡5鹿 57 武 豊曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 498－ 41：08．6 1．9�
813 ケイアイユニコーン 牡4栗 57 和田 竜二亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 488± 01：08．81� 5．0�
710 アルベルトバローズ 牡4鹿 57 戸崎 圭太猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 486－ 4 〃 クビ 8．2�
56 コスモアクセス 牝4栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 21：08．9	 111．3�
44 
 ケンブリッジヒーロ 牡5栗 57 内田 博幸中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 480± 01：09．0� 13．6�
69 ワンモアジョー 牡6鹿 57 勝浦 正樹河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 476± 01：09．1� 39．8	
45 ヘイハチスカイ 牡4鹿 57 横山 和生伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 456＋ 41：09．2クビ 307．0

22 ニシノマナザシ 牡6芦 57 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 和幸 むかわ 西山牧場 502± 01：09．3� 22．6�
68 コーリンギデオン 牡4鹿 57 村田 一誠伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 476－ 6 〃 クビ 102．2�
812 タマニューホープ 牡7鹿 57 藤岡 佑介玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 474＋ 21：09．51 15．6
57 プロスペラスマム 牝6鹿 55 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 524＋ 61：09．6� 245．5�
711 ウネントリッヒ 牝6栗 55 江田 照男宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 458± 01：10．13 161．5�
11 
 カディーシャ 牝4栗 55 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 418－ 41：10．63 6．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 32，173，300円 複勝： 54，901，400円 枠連： 21，886，700円
馬連： 85，531，200円 馬単： 60，708，200円 ワイド： 32，699，900円
3連複： 96，591，400円 3連単： 203，954，700円 計： 588，446，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 190円 枠 連（3－8） 330円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 250円 �� 350円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 3，480円

票 数

単勝票数 計 321733 的中 � 138914（1番人気）
複勝票数 計 549014 的中 � 230451（1番人気）� 72091（2番人気）� 50594（4番人気）
枠連票数 計 218867 的中 （3－8） 49948（1番人気）
馬連票数 計 855312 的中 �� 129915（1番人気）
馬単票数 計 607082 的中 �� 65174（1番人気）
ワイド票数 計 326999 的中 �� 37610（2番人気）�� 23168（3番人気）�� 10073（8番人気）
3連複票数 計 965914 的中 ��� 65676（2番人気）
3連単票数 計2039547 的中 ��� 43323（4番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．2―11．2―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―34．8―46．0―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．8
3 ・（3，10，11）（4，13）（2，6）9（1，5，12）（8，7） 4 ・（3，10）（4，11）（2，13）6，9（5，7，12）8，1

勝馬の
紹 介

ミヤジエムジェイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2010．11．13 京都6着

2008．3．18生 牡5鹿 母 ミヤジプロスパー 母母 タツノメロウ 26戦4勝 賞金 99，454，000円
〔騎手変更〕 ミヤジエムジェイ号の騎手柴田善臣は，負傷のため武豊に変更。



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



09095 4月14日 晴 良 （25中山3）第8日 第11競走 ��
��2，000�第73回皐 月 賞（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
牡・牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，牡馬57�，牝馬55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・中山馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 97，000，000円 39，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，700，000円
付 加 賞 28，392，000円 8，112，000円 4，056，000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

中央レコード
レースレコード

1：58．2
1：56．1
1：58．5

良
良
良

47 ロ ゴ タ イ プ 牡3黒鹿57 M．デムーロ吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 486± 01：58．0レコード 3．7�
（仏）

714 エピファネイア 牡3鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486－ 81：58．1� 3．9�
612 コ デ ィ ー ノ 牡3黒鹿57 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 478－ 61：58．31	 4．4�
715 カミノタサハラ 牡3鹿 57 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 518＋ 61：58．51	 7．0�
35 タマモベストプレイ 牡3栗 57 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 486± 0 〃 クビ 25．9	
818 テイエムイナズマ 牡3黒鹿57 武 豊竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 494－ 61：58．71 120．7

510 マズルファイヤー 牡3青鹿57 A．シュタルケ �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 542± 01：58．91 131．7�

（独）

817 クラウンレガーロ 牡3栗 57 三浦 皇成矢野 悦三氏 日吉 正和 新冠 大栄牧場 450－ 2 〃 ハナ 88．6�
11 メイケイペガスター 牡3青 57 藤岡 佑介名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 4 〃 クビ 33．6
12 インパラトール 牡3鹿 57 C．デムーロ 榊原源一郎氏 領家 政蔵 日高 前川ファーム 506－101：59．0
 26．1�

（伊）

24 ナリタパイレーツ 牡3鹿 57 小牧 太�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 432＋ 21：59．21 149．9�
816 フェイムゲーム 牡3青鹿57 北村 宏司 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 444－ 81：59．3� 18．3�
48 コパノリチャード 牡3黒鹿57 内田 博幸小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 490＋ 81：59．51	 16．4�
59 サトノネプチューン 牡3鹿 57 戸崎 圭太里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490－ 81：59．71� 98．2�
713 ラブリーデイ 牡3黒鹿57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：59．91	 231．0�
36 ミヤジタイガ 牡3鹿 57 田中 勝春曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 476－ 4 〃 クビ 38．1�
611 クリノヒマラヤオー 牡3黒鹿57 村田 一誠栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 456± 02：01．8大差 290．5�
23 レッドルーラー 牡3鹿 57 川田 将雅 �東京ホースレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 486± 02：06．6大差 16．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 600，542，400円 複勝： 664，767，300円 枠連： 603，363，600円 馬連： 2，538，056，900円 馬単： 1，301，432，400円
ワイド： 680，593，400円 3連複： 3，220，529，600円 3連単： 6，552，543，500円 5重勝： 795，171，100円 計： 16，957，000，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 150円 � 140円 枠 連（4－7） 440円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 360円 �� 320円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 5，920円

5 重 勝
対象競走：阪神10R／中山10R／福島11R／阪神11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 6，668，600円

票 数

単勝票数 計6005424 的中 � 1303312（1番人気）
複勝票数 計6647673 的中 � 1354990（1番人気）� 1223891（3番人気）� 1225467（2番人気）
枠連票数 計6033636 的中 （4－7）1028357（1番人気）
馬連票数 計25380569 的中 �� 2237905（1番人気）
馬単票数 計13014324 的中 �� 550492（3番人気）
ワイド票数 計6805934 的中 �� 459282（3番人気）�� 538283（1番人気）�� 510214（2番人気）
3連複票数 計32205296 的中 ���1979388（1番人気）
3連単票数 計65525435 的中 ��� 817274（4番人気）
5重勝票数 計7951711 的中 ����� 88

ハロンタイム 12．0―10．6―11．5―11．6―12．3―12．1―12．0―11．9―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．6―34．1―45．7―58．0―1：10．1―1：22．1―1：34．0―1：46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．9
1
3

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

2
4

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

ロ ゴ タ イ プ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．6．24 函館1着

2010．3．10生 牡3黒鹿 母 ステレオタイプ 母母 スターバレリーナ 8戦5勝 賞金 279，482，000円
〔騎手変更〕 ミヤジタイガ号の騎手柴田善臣は，負傷のため田中勝春に変更。
〔制裁〕 タマモベストプレイ号の騎手和田竜二は，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
〔調教再審査〕 レッドルーラー号は，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。
※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 アポロソニック号・ドコフクカゼ号
（非抽選馬） 1頭 マウイノカオイ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりロゴタイプ号・エピファネイア号・コディーノ号・カミノタサハラ号は，東京優駿（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。

09096 4月14日 晴 良 （25中山3）第8日 第12競走 ��
��1，600�

しゅんきょう

春興ステークス
発走16時25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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

34 ル ナ 牡4芦 57 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 472± 01：32．8 7．3�
46 エスピナアスール 牝6黒鹿55 戸崎 圭太青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 470－ 2 〃 ハナ 136．7�
22 フジマサエンペラー 牡4黒鹿57 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 500＋ 61：32．9� 7．9�
58 	 オーシャンカレント 牡7鹿 57 C．デムーロ 吉田 和美氏 今野 貞一 早来 ノーザンファーム 496－ 6 〃 ハナ 10．4�

（伊）

35 パワースポット 牝5鹿 55 横山 典弘�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 472＋ 6 〃 ハナ 4．6�
814 フラアンジェリコ 牡5栗 57 A．シュタルケ �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 クビ 16．7	

（独）

23 
 ロードロックスター 牡7鹿 57 福永 祐一 
ロードホースクラブ 笹田 和秀 愛 K.I. Farm 506－ 21：33．0クビ 81．2�
11 アンチュラス 牝4鹿 55 浜中 俊
G1レーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム 448± 01：33．21� 24．7�
611 キッズニゴウハン 牡5栗 57 内田 博幸瀬谷 雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：33．3� 5．8�
713 コティリオン 牡5青鹿57 M．デムーロ 金子真人ホールディングス
 萩原 清 千歳 社台ファーム 494＋181：33．72� 8．8�

（仏）

47 フラワーロック 牝5鹿 55 和田 竜二�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 466－ 4 〃 クビ 60．6�
59 ドリームヒーロー 牡6青鹿57 北村 宏司田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 444－ 61：33．8クビ 51．9�
712 ラ ロ メ リ ア 5鹿 57 田辺 裕信 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 436－ 4 〃 クビ 5．2�
610 オールアズワン 牡5黒鹿57 村田 一誠宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 482－ 81：34．12 22．6�
815 ユキノハリケーン 牡9鹿 57 江田 照男馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 488－ 61：34．31� 193．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 80，687，700円 複勝： 115，531，600円 枠連： 70，978，700円
馬連： 245，807，800円 馬単： 129，801，600円 ワイド： 89，948，000円
3連複： 302，847，600円 3連単： 561，654，300円 計： 1，597，257，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 330円 � 2，360円 � 320円 枠 連（3－4） 5，000円

馬 連 �� 51，980円 馬 単 �� 82，440円

ワ イ ド �� 11，780円 �� 1，370円 �� 12，120円

3 連 複 ��� 138，480円 3 連 単 ��� 977，600円

票 数

単勝票数 計 806877 的中 � 87844（4番人気）
複勝票数 計1155316 的中 � 101287（5番人気）� 10961（14番人気）� 103796（4番人気）
枠連票数 計 709787 的中 （3－4） 10485（17番人気）
馬連票数 計2458078 的中 �� 3490（79番人気）
馬単票数 計1298016 的中 �� 1162（135番人気）
ワイド票数 計 899480 的中 �� 1848（79番人気）�� 16732（17番人気）�� 1796（81番人気）
3連複票数 計3028476 的中 ��� 1614（244番人気）
3連単票数 計5616543 的中 ��� 424（1460番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．1―46．5―58．2―1：09．7―1：21．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ル ナ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．9．11 中山7着

2009．3．15生 牡4芦 母 レッダンゴールド 母母 ホクトペンダント 20戦4勝 賞金 60，583，000円
〔騎手変更〕 エスピナアスール号の騎手柴田善臣は，負傷のため戸崎圭太に変更。
〔制裁〕 パワースポット号の騎手横山典弘は，4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：10番）
※出走取消馬 ナシュワンヒーロー号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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 タマラマ号・ミカエルビスティー号・ミヤビファルネーゼ号
※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。

５レース目



（25中山3）第8日 4月14日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

389，760，000円
2，080，000円
5，780，000円
42，500，000円
36，210，000円
68，449，500円
5，346，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
967，969，200円
1，326，431，800円
881，513，800円
3，615，911，200円
1，955，414，300円
1，102，040，100円
4，514，220，800円
8，877，068，900円
795，171，100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
5 重 勝
計 24，035，741，200円

総入場人員 55，203名 （有料入場人員 51，385名）



平成25年度 第3回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，419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

2，099，980，000円
8，320，000円
47，480，000円
56，450，000円
192，440，000円
532，173，000円
43，156，200円
13，622，400円

勝馬投票券売得金
3，818，123，900円
6，388，407，800円
3，053，062，500円
12，287，877，500円
7，133，570，300円
4，466，287，800円
15，341，790，300円
29，106，600，900円
1，688，706，300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
5 重 勝
計 83，284，427，300円

総入場延人員 213，696名 （有料入場延人員 196，475名）
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