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09049 4月12日 晴 良 （26中山3）第5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）

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

12 ツインキャンドル 牝3鹿 54 戸崎 圭太�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 442＋ 81：12．4 4．4�
612 デルマノママナノダ 牝3鹿 54 田辺 裕信浅沼 廣幸氏 浅野洋一郎 千歳 社台ファーム 474－ 21：12．72 3．3�
510 オ ク リ モ ノ 牝3栗 54 柴田 大知�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 478± 01：13．12� 21．1�
23 ハビタブルゾーン 牝3栗 54 吉田 豊 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 442± 01：13．31 12．2�
48 サンタレジーナ 牝3栗 54 北村 宏司吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：13．51� 2．4�
24 ナイスエモーション 牝3鹿 54 田中 勝春吉野 弘司氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 414－ 21：13．71� 113．2	
11 ショウナンバクフウ 牝3鹿 54 後藤 浩輝国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 大北牧場 434－101：14．12� 16．6

816 シャノンラン 牝3栗 54 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482 ― 〃 ハナ 57．1�
815 ライクアラヴァー 牝3栗 54 西田雄一郎�ミルファーム 粕谷 昌央 新ひだか 真歌田中牧場 412－ 81：14．2� 205．4�
713 カ ノ ー プ ス 牝3芦 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 436－ 61：14．41� 134．8
611 ネーラペルレ 牝3黒鹿54 石橋 脩 �グリーンファーム加藤 征弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 466＋ 4 〃 クビ 28．2�
47 ハシルヨアカルク 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹田中 幹雄氏 杉浦 宏昭 新ひだか ダイイチ牧場 374＋ 21：14．71� 348．3�
36 ルリジューズ 牝3黒鹿54 川島 信二伊達 敏明氏 伊藤 圭三 日高 サンシャイン

牧場 430± 01：14．8� 72．5�
35 シャレードレジーナ 牝3鹿 54 武士沢友治山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 418－101：14．9� 324．4�
714 プロテッツィオーネ 牝3鹿 54 田中 博康加藤 徹氏 成島 英春 日高 広富牧場 392－121：15．0� 671．1�
59 デルマフジコ 牝3栗 54 江田 照男浅沼 廣幸氏 浅野洋一郎 千歳 社台ファーム 468－ 41：16．06 81．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，034，000円 複勝： 45，293，800円 枠連： 13，160，200円
馬連： 43，274，900円 馬単： 30，355，500円 ワイド： 22，931，300円
3連複： 63，626，200円 3連単： 104，541，000円 計： 344，216，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 160円 � 390円 枠 連（1－6） 600円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 360円 �� 650円 �� 660円

3 連 複 ��� 3，580円 3 連 単 ��� 10，170円

票 数

単勝票数 計 210340 的中 � 38469（3番人気）
複勝票数 計 452938 的中 � 71962（3番人気）� 89598（2番人気）� 23481（4番人気）
枠連票数 計 131602 的中 （1－6） 16274（3番人気）
馬連票数 計 432749 的中 �� 39576（3番人気）
馬単票数 計 303555 的中 �� 14553（6番人気）
ワイド票数 計 229313 的中 �� 16837（3番人気）�� 8474（6番人気）�� 8292（7番人気）
3連複票数 計 636262 的中 ��� 13152（11番人気）
3連単票数 計1045410 的中 ��� 7589（27番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．3―12．4―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―34．0―46．4―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツインキャンドル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．12．8 中山13着

2011．5．11生 牝3鹿 母 モンローライン 母母 ビッグモンロー 5戦1勝 賞金 6，250，000円

09050 4月12日 晴 良 （26中山3）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時35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

816 クライスマイル 牡3黒鹿56 戸崎 圭太小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 456 ―1：55．7 25．6�
48 マキシマムフロウ 牡3栗 56 石橋 脩 �社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム 478± 01：56．02 5．9�
12 シゲルヒュウガ 牡3栗 56 後藤 浩輝森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 山田牧場 B480＋ 41：56．31� 19．2�
47 タ ニ タ ニ 牡3黒鹿56 田中 勝春中村 祐子氏 新開 幸一 浦河 谷口牧場 518＋ 21：56．4� 3．7�
611 トーセンエンブレム 牡3栗 56 江田 照男島川 	哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 520＋ 21：56．5� 3．5

23 サトノバセロン 牡3青鹿56 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494－ 61：56．6� 4．9�
24 プ コ ナ コ ナ 牡3鹿 56 柴田 大知松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 アイズスタッド株式会社 482＋ 21：56．81 11．9�
59 トーアキヨモリ 牡3鹿 56 武士沢友治高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 526－ 61：57．22� 110．8
714 ゴールデンスキトマ 牡3栗 56 横山 和生 N.S.R.C 小桧山 悟 新冠 サンローゼン 478－ 41：57．52 323．9�
35 ゲンパチケンザン 牡3栗 56 松岡 正海平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 加野牧場 484－10 〃 ハナ 22．4�
713 マイケルチョウサン 牡3鹿 56 田辺 裕信�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 B478－ 21：57．71 23．8�
11 フ ユ ハ ナ ビ 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹大久保與志雄氏 杉浦 宏昭 新冠 競優牧場 B446＋ 21：57．91 507．6�
815 カガグレイハート 牡3芦 56 北村 宏司香川 憲次氏 高市 圭二 新ひだか マークリ牧場 438± 01：58．11 47．0�
36 セイントローズバド 牝3鹿 54 藤岡 康太内海 正章氏 斎藤 誠 様似 清水スタッド 478－ 41：58．63 46．4�
612 ランドグローリー �3栗 56 吉田 豊木村 昌三氏 尾形 充弘 日高 日西牧場 462－ 2 〃 クビ 126．8�
510 オールマイラブ 牡3栃栗56 西田雄一郎湯澤 寛氏 大江原 哲 岩手 湯澤 寛 464－ 81：59．34 616．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，644，600円 複勝： 36，166，700円 枠連： 14，593，000円
馬連： 42，739，600円 馬単： 26，946，800円 ワイド： 20，289，500円
3連複： 56，996，300円 3連単： 84，358，900円 計： 301，735，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，560円 複 勝 � 690円 � 180円 � 490円 枠 連（4－8） 1，410円

馬 連 �� 5，360円 馬 単 �� 13，780円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 4，800円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 28，700円 3 連 単 ��� 208，920円

票 数

単勝票数 計 196446 的中 � 6059（9番人気）
複勝票数 計 361667 的中 � 11553（8番人気）� 72718（1番人気）� 17138（5番人気）
枠連票数 計 145930 的中 （4－8） 7679（6番人気）
馬連票数 計 427396 的中 �� 5887（21番人気）
馬単票数 計 269468 的中 �� 1444（50番人気）
ワイド票数 計 202895 的中 �� 2932（21番人気）�� 1021（46番人気）�� 3084（18番人気）
3連複票数 計 569963 的中 ��� 1466（81番人気）
3連単票数 計 843589 的中 ��� 298（519番人気）

ハロンタイム 13．0―12．3―13．1―12．9―12．7―12．6―13．0―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．3―38．4―51．3―1：04．0―1：16．6―1：29．6―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．1
1
3
6，8（3，11）（2，5，16）（7，13）（4，12）（14，15）1（9，10）
6，8（3，11）16（5，13）（2，7）（4，15）（12，14）9（1，10）

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

勝馬の
紹 介

クライスマイル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

2011．4．20生 牡3黒鹿 母 リーフィーウッド 母母 ラスリングカプス 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 サトノバセロン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハイデッカー号
（非抽選馬） 1頭 ウインドオブケン号

第３回 中山競馬 第５日



09051 4月12日 晴 良 （26中山3）第5日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11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

35 キープレイヤー 牝3青鹿54 横山 典弘下河邉 博氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 492＋ 41：12．8 5．3�

816 ミスティックヨハネ 牡3栗 56 戸崎 圭太平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 434－ 61：13．01� 6．1�
612 ニットギブソン 牡3青鹿56 三浦 皇成水野 英樹氏 和田 正道 日高 増尾牧場 466± 01：13．1クビ 9．3�
23 インスタイル 牡3鹿 56 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 470－ 61：13．63 4．2�
36 ワ ン ハ ー ト 牝3栗 54 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 和田正一郎 平取 船越 伸也 482－101：14．13 88．2�
713 ドラゴンスピード 牡3栗 56 北村 宏司窪田 康志氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 518＋ 41：14．2� 3．2	
59 マイネルボルソー 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 452± 01：14．73 6．7

24 ヤマタケカントウ 牡3芦 56 横山 和生山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 三枝牧場 458－ 6 〃 ハナ 87．6�
815 マルヨグラス 牡3栗 56 西田雄一郎野村 春行氏 浅野洋一郎 えりも 上島牧場 444－ 2 〃 クビ 60．5�
611 スエヒロフィオーレ 牝3鹿 54 大野 拓弥�みどり住宅 金成 貴史 浦河 三枝牧場 450± 01：14．91 52．0
11 チェイスザルーア 牡3鹿 56 後藤 浩輝吉田 勝己氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 536－ 21：15．22 55．3�
47 テ ン テ マ リ 牝3黒鹿54 吉田 豊中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 422－ 81：15．3� 83．5�
510 タカベラジオ 牝3芦 54 松岡 正海北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 見上牧場 504－ 61：15．61� 274．8�
12 ユ ウ ブ エ 牡3鹿 56 藤岡 康太�テシオ 小笠 倫弘 様似 様似堀牧場 450 ― 〃 クビ 188．4�
714 カンタベリーツルギ 牡3鹿 56 田中 博康峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 422± 01：15．7� 297．3�
48 カシノワンダラー 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 B450－ 21：16．97 312．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，655，300円 複勝： 38，465，900円 枠連： 12，136，400円
馬連： 45，372，500円 馬単： 27，919，700円 ワイド： 21，858，300円
3連複： 57，568，100円 3連単： 88，738，100円 計： 313，714，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 240円 � 230円 枠 連（3－8） 1，560円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 780円 �� 810円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 6，340円 3 連 単 ��� 25，940円

票 数

単勝票数 計 216553 的中 � 32311（3番人気）
複勝票数 計 384659 的中 � 59968（2番人気）� 41694（6番人気）� 42124（5番人気）
枠連票数 計 121364 的中 （3－8） 5778（9番人気）
馬連票数 計 453725 的中 �� 20241（10番人気）
馬単票数 計 279197 的中 �� 6327（18番人気）
ワイド票数 計 218583 的中 �� 6969（12番人気）�� 6722（14番人気）�� 5355（15番人気）
3連複票数 計 575681 的中 ��� 6706（21番人気）
3連単票数 計 887381 的中 ��� 2525（101番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．9―12．5―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．3―47．8―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キープレイヤー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．2．18 東京5着

2011．3．20生 牝3青鹿 母 ニイガッタメール 母母 ロイヤルティアラ 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノワンダラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月12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） 1頭 シゲルシモウサ号
（非抽選馬） 1頭 ニシノベニザクラ号

09052 4月12日 晴 良 （26中山3）第5日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時35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

714 コクリュウノマイ 牡3青鹿56 田中 勝春髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 山本牧場 B490＋ 21：55．4 15．7�
815 トーセンハリケーン 牡3鹿 56 戸崎 圭太島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 518－ 6 〃 クビ 1．9�
23 ゴールデンスピン 牡3栗 56 江田 照男田島榮二郎氏 大江原 哲 新ひだか 元茂牧場 486－ 21：55．5� 7．7�
611 ドラゴンズタイム 牡3鹿 56 三浦 皇成窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 420－ 81：55．82 7．2�
11 レッドメテオ 牡3鹿 56 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 二ノ宮敬宇 新ひだか タイヘイ牧場 464－ 61：55．9クビ 42．4	
24 トウショウエディタ 牡3鹿 56 石橋 脩トウショウ産業� 柴田 政人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 452－ 61：56．11� 53．4

816 モンサンプロキオン 牡3鹿 56 田辺 裕信山下 新一氏 小野 次郎 新冠 飛渡牧場 B488＋ 21：56．2� 6．5�
510 アイヅバレット 牡3黒鹿56 藤岡 康太真部 晴德氏 佐藤 吉勝 平取 原田 新治 446± 0 〃 ハナ 305．3�
48 ブラウンサターン 牡3青鹿56 杉原 誠人キャピタルクラブ 小西 一男 新冠 北星村田牧場 460＋ 41：56．83� 142．2
36 トーセンウィンザー 牡3鹿 56 武士沢友治島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 484－ 41：57．01� 228．2�
713 ヘルツフロイント 牡3黒鹿56 北村 宏司 �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 516 ―1：57．63� 50．8�
12 ディーエスマインド 牡3鹿 56 西田雄一郎秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 458＋ 6 〃 ハナ 404．8�
612 ポッドジョーカー 牡3黒鹿56 後藤 浩輝小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 472＋ 21：57．7� 7．3�
47 ミヤビアンバー 牡3鹿 56 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 金石牧場 492－ 41：58．65 49．8�
59 ホワイトスネーク 牡3芦 56 藤岡 佑介桑畑 �信氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 492－101：58．7	 258．9�
35 コージャラティ 牡3鹿 56 横山 和生池谷 誠一氏 菊沢 隆徳 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 21：58．8クビ 89．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，887，400円 複勝： 47，487，800円 枠連： 19，648，400円
馬連： 52，178，700円 馬単： 34，982，400円 ワイド： 25，327，700円
3連複： 66，083，300円 3連単： 108，427，400円 計： 382，023，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 320円 � 130円 � 230円 枠 連（7－8） 1，050円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 4，780円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，130円 �� 470円

3 連 複 ��� 3，630円 3 連 単 ��� 27，650円

票 数

単勝票数 計 278874 的中 � 14035（6番人気）
複勝票数 計 474878 的中 � 28683（6番人気）� 147041（1番人気）� 45418（5番人気）
枠連票数 計 196484 的中 （7－8） 13820（4番人気）
馬連票数 計 521787 的中 �� 24766（5番人気）
馬単票数 計 349824 的中 �� 5406（19番人気）
ワイド票数 計 253277 的中 �� 9596（6番人気）�� 5245（14番人気）�� 14199（4番人気）
3連複票数 計 660833 的中 ��� 13457（10番人気）
3連単票数 計1084274 的中 ��� 2895（87番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．4―12．9―12．9―13．0―13．1―13．2―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―36．7―49．6―1：02．5―1：15．5―1：28．6―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コクリュウノマイ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．10．27 東京9着

2011．5．14生 牡3青鹿 母 シャドウダンス 母母 タックスペイヤーズフォリー 5戦1勝 賞金 6，300，000円



09053 4月12日 晴 良 （26中山3）第5日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時25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
1：58．0
1：56．1

良
良

35 ウインミラグロス 牡3栗 56 大野 拓弥�ウイン 黒岩 陽一 むかわ ヤマイチ牧場 454－ 82：01．7 24．6�
715 ヤマトブライアン 牡3鹿 56 三浦 皇成醍醐 徹氏 田村 康仁 日高 細川牧場 484－ 22：01．91� 44．5�
11 サクラプレミア 牡3黒鹿56 横山 典弘�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 木田 祐博 482－ 4 〃 ハナ 4．1�
612 サーストンコラルド 牡3鹿 56 杉原 誠人齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 456± 02：02．32� 16．8�
611 レイニーアプローズ 牡3鹿 56 江田 照男吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 466－102：03．04 105．6�
36 カンタベリーマーチ 牡3栗 56 松岡 正海峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 荒谷 輝和 472－102：03．1� 251．4	
24 モンドクラッセ 牡3鹿 56 戸崎 圭太
サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 B504－ 2 〃 クビ 2．2�
12 パイストロピカル 牝3鹿 54 武士沢友治
ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 428＋ 22：03．2� 71．5�
713 バ ン ダ ナ 牡3鹿 56 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか ウエスタンファーム 424－ 42：03．3� 189．6
47 セイウンコレット 牝3黒鹿54 北村 宏司西山 茂行氏 鈴木 伸尋 日高 メイプルファーム 474 ―2：03．4� 28．0�
48 ケイクエスト 牡3栗 56 田辺 裕信山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 500± 02：03．5クビ 3．8�
510 マスソングウインド 牡3黒鹿56 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 486－ 2 〃 クビ 71．4�
23 トリノドリーム 牝3鹿 54 横山 和生小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 444－ 82：03．81� 368．8�
816 デルマチエチャン 牝3栗 54 川島 信二浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 424＋ 82：04．22� 132．0�
817 マイネルレパード 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 厚真 阿部 栄乃進 440－10 〃 クビ 176．0�
714 クリノグラスオー 牡3青 56 田中 博康栗本 博晴氏 蛯名 利弘 日高 いとう牧場 436－ 2 〃 ハナ 434．8�
59 スカイダイヴァー 牡3黒鹿56 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524＋ 22：04．83� 18．1�
818 テイエムデンコウ 牡3黒鹿56 藤岡 康太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤巻 則弘 484＋102：05．0� 590．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，053，900円 複勝： 36，681，500円 枠連： 15，047，300円
馬連： 47，155，100円 馬単： 32，765，200円 ワイド： 22，966，000円
3連複： 60，097，000円 3連単： 110，018，700円 計： 348，784，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，460円 複 勝 � 500円 � 790円 � 220円 枠 連（3－7） 12，090円

馬 連 �� 23，740円 馬 単 �� 48，660円

ワ イ ド �� 4，470円 �� 1，420円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 34，230円 3 連 単 ��� 416，380円

票 数

単勝票数 計 240539 的中 � 7712（6番人気）
複勝票数 計 366815 的中 � 17802（6番人気）� 10696（8番人気）� 54760（3番人気）
枠連票数 計 150473 的中 （3－7） 919（27番人気）
馬連票数 計 471551 的中 �� 1466（37番人気）
馬単票数 計 327652 的中 �� 497（72番人気）
ワイド票数 計 229660 的中 �� 1242（31番人気）�� 4064（14番人気）�� 2480（21番人気）
3連複票数 計 600970 的中 ��� 1296（69番人気）
3連単票数 計1100187 的中 ��� 195（590番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．3―12．3―12．4―12．4―12．2―11．8―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―36．4―48．7―1：01．1―1：13．5―1：25．7―1：37．5―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．0
1
3
15，5（3，9）11－（2，16）1，7（12，8）6，17（13，10）14，18－4
15，5（9，11）3（2，16，1）7（6，8）12（13，17，4）10，18，14

2
4

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

勝馬の
紹 介

ウインミラグロス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．8．3 新潟8着

2011．2．25生 牡3栗 母 ビアンカネーヴェ 母母 サ ウ ン ド 8戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 パイストロピカル号の調教師畠山重則は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 チョチョイノチョイ号・マウントマズル号
（非抽選馬） 2頭 イクラトロ号・トドロキバクシン号

09054 4月12日 晴 良 （26中山3）第5日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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

12 ブルーストーン 牝3黒鹿54 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458＋ 41：11．5 7．4�

713 ネイティヴコード 牝3鹿 54 江田 照男岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B496－ 41：11．6� 30．7�
48 ファンファーレ 牝3栗 54 二本柳 壮清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B470± 0 〃 クビ 362．0�
815 シゲルオオスミ 牝3鹿 54 後藤 浩輝森中 蕃氏 松永 康利 日高 若林 武雄 446± 01：11．81� 14．8�
47 オリエンタルダガー 牡3鹿 56 田辺 裕信棚網 基己氏 大江原 哲 浦河 小林 仁 436± 01：12．33 13．0�
816 ディアゴッホ 牡3栗 56 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 508＋ 21：12．4� 9．6�
23 クインズセブン 牡3鹿 56 柴田 大知 	クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 浦河 富田牧場 482－ 81：12．61� 103．9

612 ダイチヴュルデ 牡3鹿 56 菅原 隆一 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 442＋ 21：12．81� 596．7�
510 ロマンシーズ 牡3鹿 56 川島 信二菅 實氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 514± 01：12．9� 28．8
59 ナモンレジェンド 牡3鹿 56 松岡 正海	南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 490± 01：13．0� 60．0�
714 ウエスタンニンジャ 牡3栗 56 田中 勝春西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 470＋ 21：13．1クビ 18．6�
35 ラシアンカウボーイ 牡3栗 56 戸崎 圭太�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 484－ 21：13．2� 21．1�
36 エ ク ス シ ア 牝3鹿 54 武士沢友治岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 400－ 81：13．3� 224．4�
24 デルマオソマツ 牡3黒鹿56 横山 典弘浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 466－ 21：13．4クビ 1．6�
611 シャインシュラーク 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 斉藤スタッド B458－ 41：13．71� 90．9�
11 メイプルレジェンド 牡3鹿 56 杉原 誠人青木 基秀氏 宗像 義忠 新冠 カミイスタット B478－ 41：14．44 316．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，848，200円 複勝： 71，227，000円 枠連： 19，937，500円
馬連： 58，492，700円 馬単： 43，043，500円 ワイド： 29，541，700円
3連複： 74，847，200円 3連単： 141，062，400円 計： 472，000，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 310円 � 1，270円 �11，580円 枠 連（1－7） 4，170円

馬 連 �� 11，660円 馬 単 �� 24，900円

ワ イ ド �� 2，970円 �� 22，430円 �� 65，490円

3 連 複 ��� 1，004，320円 3 連 単 ��� 5，205，210円

票 数

単勝票数 計 338482 的中 � 36311（2番人気）
複勝票数 計 712270 的中 � 72423（2番人気）� 13887（10番人気）� 1439（15番人気）
枠連票数 計 199375 的中 （1－7） 3534（14番人気）
馬連票数 計 584927 的中 �� 3705（30番人気）
馬単票数 計 430435 的中 �� 1276（60番人気）
ワイド票数 計 295417 的中 �� 2485（32番人気）�� 322（75番人気）�� 110（105番人気）
3連複票数 計 748472 的中 ��� 55（381番人気）
3連単票数 計1410624 的中 ��� 20（1901番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―12．1―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．3―46．4―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーストーン �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2013．7．20 福島1着

2011．3．19生 牝3黒鹿 母 オ ル ダ ニ ー 母母 Adonesque 7戦2勝 賞金 21，848，000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） 7頭 アイナマーリエ号・ウインエフォート号・キョウエイボヌール号・ナスケンリュウジン号・ニシノラピート号・

フレンチフェロー号・マリカ号



09055 4月12日 晴 良 （26中山3）第5日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

35 レッドジャクソン 牡5鹿 57 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 548＋ 21：55．5 2．2�
46 カリスマアキラ 牡5栗 57 横山 和生 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 486－ 61：55．82 89．8�
712 エピローグブリッジ �4栗 57 蛯名 正義�G1レーシング 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 41：56．01� 38．2�
814 リキサンイレブン 牡5黒鹿57 藤岡 佑介 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 514＋ 21：56．21� 11．4�
22 コスモナイスガイ 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 546＋201：56．41� 18．3	
611	 シングンカイロス 牡5鹿 57 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 476－ 21：56．61� 3．9

58 キリシマトリオ 牡5黒鹿57 川島 信二西村新一郎氏 和田 雄二 新冠 赤石 久夫 512－ 21：56．7クビ 65．3�
23 デルマハンニャ 牝4鹿 55 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 442＋121：56．8
 100．1�
34 	 エーシンラピッド 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹グリーンスウォード武井 亮 浦河 栄進牧場 422－101：57．22� 168．8
610	 サンライズシルバー 牡4芦 57 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 462－ 81：57．83� 6．0�
59 ファーストエバー 牡4鹿 57 北村 宏司吉田 照哉氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 446－201：57．9
 26．7�
713 オ ン ラ イ ン 牡4鹿 57 藤岡 康太重松 國建氏 佐藤 吉勝 新ひだか 沼田 照秋 476＋ 41：58．0クビ 162．5�
815	 クリノタイコウ 牡5鹿 57 江田 照男栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 中村 雅明 452＋ 4 〃 ハナ 254．2�
47 リ ヴ ァ ロ 牝4鹿 55 後藤 浩輝四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 452－ 81：58．21 10．8�
11 	 エルインペレイター �4鹿 57 杉原 誠人�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム 492－ 21：59．810 39．6�
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売 得 金
単勝： 26，022，700円 複勝： 39，132，300円 枠連： 19，295，700円
馬連： 57，002，000円 馬単： 35，493，000円 ワイド： 27，129，600円
3連複： 69，092，500円 3連単： 119，098，800円 計： 392，266，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 980円 � 980円 枠 連（3－4） 950円

馬 連 �� 8，140円 馬 単 �� 10，500円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 1，780円 �� 14，300円

3 連 複 ��� 64，060円 3 連 単 ��� 256，260円

票 数

単勝票数 計 260227 的中 � 95479（1番人気）
複勝票数 計 391323 的中 � 117145（1番人気）� 7788（9番人気）� 7759（10番人気）
枠連票数 計 192957 的中 （3－4） 15102（2番人気）
馬連票数 計 570020 的中 �� 5171（23番人気）
馬単票数 計 354930 的中 �� 2495（31番人気）
ワイド票数 計 271296 的中 �� 3501（21番人気）�� 3817（20番人気）�� 456（65番人気）
3連複票数 計 690925 的中 ��� 796（116番人気）
3連単票数 計1190988 的中 ��� 343（482番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．3―13．3―12．7―12．3―12．4―12．9―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―38．0―51．3―1：04．0―1：16．3―1：28．7―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．2
1
3
4，1－（6，10）（3，11）－12（14，7）－5－8（9，15）（2，13）・（4，1，10，12）（6，11）（14，3，5，7）－8－15（2，9，13）

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

勝馬の
紹 介

レッドジャクソン �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．1．28 東京5着

2009．3．28生 牡5鹿 母 ブライアンマリア 母母 ホッポウマリア 19戦3勝 賞金 34，398，000円

09056 4月12日 晴 良 （26中山3）第5日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

69 キタサンミカヅキ 牡4鹿 57 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 522－ 21：11．8 5．3�
22 シンキングマシーン �5黒鹿57 大野 拓弥佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 81：12．01	 7．0�
813
 ビームマシンガン 牡4栗 57 蛯名 正義西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 本桐牧場 490－ 81：12．1� 4．1�
33 テイエムシシオー 牡5黒鹿57 藤田 伸二竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 478± 01：12．2� 11．0�
11 ジツリキフォーティ 牡5黒鹿57 北村 宏司河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 492－ 41：12．51� 3．9�
812
 プレミアムゴールド 牡5栗 57 石橋 脩中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 484± 01：12．6クビ 27．5	
56 マイネルルークス 牡4栃栗57 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 千歳 社台ファーム B472－ 6 〃 クビ 15．0�
68 ヒヅグータス 牝5鹿 55 田中 博康
萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 466＋ 81：12．91� 143．1�
45 � ハイエストクライム 牡7鹿 57 戸崎 圭太前田 葉子氏 萩原 清 米 Summer

Wind Farm 520＋ 4 〃 ハナ 16．8
710 トウカイチャーム 牡6栗 57 後藤 浩輝内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム 472－ 41：13．11 12．1�
44 リーサムダイチ 牡6鹿 57 江田 照男平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 486± 01：13．31 50．1�
711
 ダイメイホーム 牡4栗 57

54 ▲井上 敏樹宮本 昇氏 本間 忍 浦河 梅田牧場 488＋ 61：13．51 331．4�
57 ノボサイボーグ 牡4栗 57 田辺 裕信
LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 484＋ 21：13．6クビ 17．6�
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売 得 金
単勝： 29，181，800円 複勝： 56，725，000円 枠連： 17，692，300円
馬連： 77，292，800円 馬単： 40，346，400円 ワイド： 31，525，000円
3連複： 85，811，900円 3連単： 139，210，600円 計： 477，785，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 250円 � 170円 枠 連（2－6） 2，040円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 670円 �� 410円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 15，770円

票 数

単勝票数 計 291818 的中 � 44201（3番人気）
複勝票数 計 567250 的中 � 94519（3番人気）� 51686（5番人気）� 99001（2番人気）
枠連票数 計 176923 的中 （2－6） 6403（11番人気）
馬連票数 計 772928 的中 �� 34422（5番人気）
馬単票数 計 403464 的中 �� 10178（7番人気）
ワイド票数 計 315250 的中 �� 11320（5番人気）�� 20639（3番人気）�� 9305（9番人気）
3連複票数 計 858119 的中 ��� 23533（4番人気）
3連単票数 計1392106 的中 ��� 6517（29番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．7―12．0―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．7―46．7―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンミカヅキ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．3．2 中山2着

2010．5．10生 牡4鹿 母 キタサンジュエリー 母母 キタサンコール 11戦2勝 賞金 26，940，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 シンキングマシーン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シンキングマシーン号は，平成26年4月13日から平成26年5月12日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。



09057 4月12日 晴 良 （26中山3）第5日 第9競走 ��1，800�
の じ ま ざ き

野 島 崎 特 別
発走14時35分 （芝・右）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
賞 品

本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

33 コスモバルバラ 牝5黒鹿55 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 41：47．8 5．2�
66 ストラスペイ 牝5鹿 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 484－ 41：47．9� 5．9�
810 イルミナティ 牝4鹿 55 江田 照男ディアレスト 菊川 正達 浦河 小島牧場 474± 01：48．0� 7．4�
11 サイレントクロップ 牝5青鹿55 後藤 浩輝 �グリーンファーム国枝 栄 千歳 社台ファーム 524－ 2 〃 ハナ 13．5�
77 シュピッツェ 牝5鹿 55 北村 宏司吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 470＋ 21：48．1� 8．7	
55 フェータルローズ 牝5栗 55 蛯名 正義兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 442－ 8 〃 アタマ 6．4

89 シャドウライフ 牝5黒鹿55 石橋 脩飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 460＋ 6 〃 アタマ 12．9�
22 � エレガンテココ 牝6青 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 城地 清満 438± 01：48．2� 33．6�
78 セ ミ ニ ョ ン 牝6鹿 55 田辺 裕信伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 474－ 21：48．41� 3．3
44 ファストソング 牝4栗 55 大野 拓弥田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 490－ 41：48．71� 136．2�
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売 得 金
単勝： 28，275，100円 複勝： 49，001，200円 枠連： 18，077，200円
馬連： 80，094，700円 馬単： 44，226，800円 ワイド： 27，739，400円
3連複： 87，078，900円 3連単： 169，570，300円 計： 504，063，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 170円 � 220円 枠 連（3－6） 1，400円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 490円 �� 600円 �� 580円

3 連 複 ��� 3，230円 3 連 単 ��� 16，610円

票 数

単勝票数 計 282751 的中 � 43146（2番人気）
複勝票数 計 490012 的中 � 75111（3番人気）� 84559（2番人気）� 54306（4番人気）
枠連票数 計 180772 的中 （3－6） 9593（6番人気）
馬連票数 計 800947 的中 �� 41814（4番人気）
馬単票数 計 442268 的中 �� 10588（9番人気）
ワイド票数 計 277394 的中 �� 14406（3番人気）�� 11401（6番人気）�� 11665（5番人気）
3連複票数 計 870789 的中 ��� 19936（9番人気）
3連単票数 計1695703 的中 ��� 7536（35番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―11．9―12．2―12．2―11．9―11．7―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―36．3―48．5―1：00．7―1：12．6―1：24．3―1：36．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモバルバラ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Linamix デビュー 2011．10．8 東京11着

2009．3．28生 牝5黒鹿 母 マ ン バ ラ 母母 Do the Mambo 27戦4勝 賞金 54，216，000円

09058 4月12日 晴 良 （26中山3）第5日 第10競走 ��
��2，200�

わんがん

湾岸ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
2：10．1
2：10．0

良
良

817 クリールカイザー 牡5栗 57 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 478＋ 42：11．9 4．1�
714� グランデスバル 牡6栗 57 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 鵜木 唯義 488± 02：12．43 14．3�
36 レコンダイト 牡4黒鹿57 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 クビ 13．8�
715	 シャドウパーティー 牡5鹿 57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud 496－ 4 〃 アタマ 3．1�
713 ダノンフェニックス 牡6黒鹿57 三浦 皇成�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448± 0 〃 アタマ 16．9�
47 トウシンモンステラ 牡4黒鹿57 石橋 脩�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 486± 02：12．5
 7．9	
816 ガ チ バ ト ル 牡4栗 57 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 462－ 42：12．71 22．0

818 トラストワン 牡6黒鹿57 田辺 裕信大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 500± 02：12．8� 70．9�
612 ダイワズーム 牝5栗 55 後藤 浩輝大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 ハナ 36．4�
48 メイショウドンタク 牡8黒鹿57 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 496－12 〃 クビ 44．4
24 メイショウタマカゼ 牡5栗 57 大野 拓弥松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 436－122：12．9� 18．7�
35 コウヨウレジェンド �6鹿 57 北村 宏司寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 486－ 62：13．0� 125．7�
23 リメインサイレント 牝4鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 486－ 6 〃 ハナ 7．4�
510 モ ビ ー ル 牡6鹿 57 川島 信二吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 クビ 50．7�
611 マイネルマーク 牡6青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B462－ 42：13．1クビ 61．7�
59 シンボリボルドー 牡7鹿 57 藤岡 佑介シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 472－ 62：13．63 586．1�
11 ニシノジャブラニ 牡6鹿 57 横山 和生西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 486－ 62：13．81 169．6�
12 ロジサンデー 牡5鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 470－ 82：14．01� 58．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 45，217，700円 複勝： 84，187，400円 枠連： 42，915，500円
馬連： 138，766，800円 馬単： 65，533，300円 ワイド： 54，281，600円
3連複： 166，353，900円 3連単： 261，950，500円 計： 859，206，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 330円 � 400円 枠 連（7－8） 340円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，270円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 12，380円 3 連 単 ��� 52，480円

票 数

単勝票数 計 452177 的中 � 87215（2番人気）
複勝票数 計 841874 的中 � 171182（2番人気）� 61410（5番人気）� 46954（7番人気）
枠連票数 計 429155 的中 （7－8） 94191（1番人気）
馬連票数 計1387668 的中 �� 46784（7番人気）
馬単票数 計 655333 的中 �� 13516（8番人気）
ワイド票数 計 542816 的中 �� 17982（4番人気）�� 10518（14番人気）�� 4248（38番人気）
3連複票数 計1663539 的中 ��� 9918（44番人気）
3連単票数 計2619505 的中 ��� 3684（147番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．0―12．6―12．7―12．5―12．0―11．6―11．6―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．8―35．8―48．4―1：01．1―1：13．6―1：25．6―1：37．2―1：48．8―2：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．7
1
3

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

・（1，3）（2，14）（4，5，18）17（10，6）（12，16）（11，13，15）－8，7－9・（3，14，18）（5，17）（1，6）（4，16）（2，10，12）（13，15）（11，8，7）－9
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5栗 母 スマイルコンテスト 母母 コクトビューティー 24戦5勝 賞金 119，140，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ジャングルハヤテ号・マイネルサンオペラ号

追 加 記 事（第 3回中山競馬第 3日第 1競走）
〔その他〕　　ソルシエトウショウ号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。

追 加 記 事（第 3回中山競馬第 4日第 2競走）
〔その他〕　　タケルポジティブ号は，競走中に疾病〔右第２中手骨々折〕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。



09059 4月12日 晴 良 （26中山3）第5日 第11競走 ��
��1，600�第32回ニュージーランドトロフィー（ＧⅡ）

発走15時45分 （NHKマイルカップトライアル） （芝・右・外）
牡・牝，3歳；負担重量は，馬齢重量

ベイオブプレンティレーシングクラブ賞・ニュージーランド航空賞（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，106，000円 316，000円 158，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

712 ショウナンアチーヴ 牡3黒鹿56 後藤 浩輝国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－101：33．3 3．1�

59 ショウナンワダチ 牡3芦 56 北村 宏司国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 476± 0 〃 ハナ 8．0�
815 ベルルミエール 牝3鹿 54 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 450＋ 21：33．51� 14．3�
35 アルマエルナト 牡3栗 56 藤岡 佑介コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 464＋ 21：33．81� 11．6�
611 ウインフェニックス 牡3鹿 56 石橋 脩�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 450＋ 41：33．9� 8．6�
22 イタリアンネオ 牡3黒鹿56 田中 勝春平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 522－ 4 〃 クビ 20．5	
610 マイネルディアベル 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム 442－ 61：34．0	 12．5

814 カラダレジェンド 牡3鹿 56 田辺 裕信子安 裕樹氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 41：34．42	 7．7�
46 キタサンラブコール 牡3鹿 56 横山 典弘�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 454－ 21：34．72 72．2
34 イ ダ ス 牡3栗 56 戸崎 圭太杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ヒカル牧場 B474－ 21：34．9� 6．1�
58 メイショウコルノ 牡3黒鹿56 松岡 正海松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 526－ 61：35．11� 68．5�
47 ケルヴィンサイド 牡3鹿 56 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520－ 61：35．31	 85．7�
11 パワースラッガー 牡3鹿 56 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 480＋ 41：35．51� 18．4�
713 モリトビャクミ 牡3芦 56 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 新ひだか 伊藤 敏明 480＋ 21：35．71	 98．0�
23 クインズハリジャン 牡3黒鹿56 藤田 伸二 �クイーンズ・ランチ 白井 寿昭 むかわ 上水牧場 480－ 41：36．76 66．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 91，885，000円 複勝： 159，651，100円 枠連： 78，222，600円
馬連： 358，478，000円 馬単： 163，479，400円 ワイド： 127，334，400円
3連複： 508，357，800円 3連単： 826，723，100円 計： 2，314，131，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 250円 � 360円 枠 連（5－7） 1，340円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，110円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 7，100円 3 連 単 ��� 25，680円

票 数

単勝票数 計 918850 的中 � 235292（1番人気）
複勝票数 計1596511 的中 � 364565（1番人気）� 158655（4番人気）� 96488（8番人気）
枠連票数 計 782226 的中 （5－7） 43301（7番人気）
馬連票数 計3584780 的中 �� 189358（4番人気）
馬単票数 計1634794 的中 �� 58024（2番人気）
ワイド票数 計1273344 的中 �� 62434（2番人気）�� 27845（11番人気）�� 18447（27番人気）
3連複票数 計5083578 的中 ��� 52887（21番人気）
3連単票数 計8267231 的中 ��� 23761（62番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．0―11．7―11．9―11．8―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．0―45．7―57．6―1：09．4―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアチーヴ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．7 中山3着

2011．1．24生 牡3黒鹿 母 ショウナンパントル 母母 バブルウイングス 7戦3勝 賞金 100，526，000円
〔制裁〕 ベルルミエール号の騎手川島信二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりショウナンアチーヴ号・ショウナンワダチ号・ベルルミエール号は，NHKマイルカップ（GⅠ）競走に優先出
走できる。

09060 4月12日 晴 良 （26中山3）第5日 第12競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

11 スズカカイゼル 牡4鹿 57 後藤 浩輝永井 啓弍氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 466＋ 42：36．8 33．0�
12 メイショウシャイン 牡7鹿 57 田中 博康松本 好雄氏 中内田充正 浦河 林 孝輝 470＋ 2 〃 クビ 25．6�
59 リーゼントブルース 牡5芦 57 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B478＋ 22：37．01 3．5�
36 アルディエス 牡5鹿 57 西田雄一郎�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 456＋ 42：37．21� 3．0�
815 テンゲントッパ 牡6黒鹿57 武士沢友治石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B456＋ 4 〃 ハナ 184．7�
713 ヴィルトグラーフ 	4鹿 57 横山 和生有限会社シルク牧 光二 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－ 6 〃 アタマ 81．3	
714
 マイネルボンド 牡5青鹿57 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム B512＋ 22：37．4� 21．8

24 
 チャンピオンブルー 牡6青鹿57 戸崎 圭太 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上 悦夫 484＋ 22：37．61� 4．9�
48 ポルスターシャイン 牡4鹿 57 藤岡 康太平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 478－ 4 〃 クビ 56．8�
47 マイネルティンラン 牡6栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 82：37．8� 32．3
611 オリオンザスター 牡4栗 57 北村 宏司平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 498－10 〃 クビ 15．3�
612 ニシノゲイナー 牡6鹿 57 田辺 裕信西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 460± 02：38．11� 17．4�
816 コパノウィリアム 牡5鹿 57 大野 拓弥小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 478± 02：38．2クビ 12．0�
23 ヴ ェ イ ロ ン 牡6栗 57 吉田 豊前田 幸治氏 吉村 圭司 新冠 ノースヒルズマネジメント 470－162：38．41� 72．3�
35 ナンヨースラッガー 牡7芦 57

54 ▲井上 敏樹中村 德也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 496＋ 82：38．72 339．6�
510 テラノコブラ 牡6栗 57 江田 照男寺田 寿男氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482－142：39．12� 36．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，764，200円 複勝： 79，185，100円 枠連： 36，922，000円
馬連： 145，573，200円 馬単： 74，037，000円 ワイド： 61，884，900円
3連複： 187，692，900円 3連単： 331，067，000円 計： 962，126，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，300円 複 勝 � 860円 � 570円 � 180円 枠 連（1－1） 18，890円

馬 連 �� 23，770円 馬 単 �� 44，100円

ワ イ ド �� 5，530円 �� 2，100円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 42，400円 3 連 単 ��� 380，580円

票 数

単勝票数 計 457642 的中 � 10955（10番人気）
複勝票数 計 791851 的中 � 20216（10番人気）� 32067（9番人気）� 152939（2番人気）
枠連票数 計 369220 的中 （1－1） 1443（32番人気）
馬連票数 計1455732 的中 �� 4520（52番人気）
馬単票数 計 740370 的中 �� 1239（97番人気）
ワイド票数 計 618849 的中 �� 2704（52番人気）�� 7294（23番人気）�� 10128（18番人気）
3連複票数 計1876929 的中 ��� 3267（111番人気）
3連単票数 計3310670 的中 ��� 642（833番人気）

ハロンタイム 13．5―12．2―12．8―12．6―13．7―14．2―14．0―12．8―12．6―12．4―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．5―25．7―38．5―51．1―1：04．8―1：19．0―1：33．0―1：45．8―1：58．4―2：10．8―2：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F51．0―3F38．4
1
�
9（1，13）（5，14）（2，11）8（4，10）－（16，12）（3，6）－15－7・（9，13，14）（1，11）（8，10）（2，5，4）（16，12）3，6，7，15

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

勝馬の
紹 介

スズカカイゼル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．9 阪神5着

2010．5．2生 牡4鹿 母 ミエノサンデー 母母 エ チ ケ ッ ト 9戦1勝 賞金 10，900，000円
［他本会外：3戦2勝］

※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 ケイジータイタン号



（26中山3）第5日 4月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185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

270，560，000円
2，080，000円
7，000，000円
2，470，000円
24，840，000円
72，656，000円
5，065，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
414，469，900円
743，204，800円
307，648，100円
1，146，421，000円
619，129，000円
472，809，400円
1，483，606，000円
2，484，766，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，672，055，000円

総入場人員 21，858名 （有料入場人員 19，817名）
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