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09061 4月13日 晴 良 （26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

611 フジマサレジェンド 牡3芦 56 内田 博幸藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 506± 01：12．9 1．5�
47 ブラウンカイ 牡3鹿 56 中舘 英二キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 454＋ 21：13．0� 17．5�
24 ケージープリサイス 牡3黒鹿56 北村 宏司川井 五郎氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 510－ 41：13．1クビ 6．3�
816 オーガンディー 牝3芦 54 津村 明秀栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 41：13．42 22．4�
510 フ ァ ビ ン 牝3鹿 54 田中 勝春桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 大滝 康晴 460＋ 2 〃 クビ 11．1�
36 ダイヤハート 牝3青鹿54 的場 勇人大野 數芳氏 柄崎 孝 平取 北島牧場 424＋ 21：13．93 61．8�
714 ラインシャドー 牡3黒鹿56 横山 典弘大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 飛野牧場 498± 0 〃 ハナ 7．4	
35 ニ シ ノ サ ヤ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 川上牧場 432－ 2 〃 アタマ 334．1

23 パ ル メ ッ ト 牝3鹿 54 大野 拓弥 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 444± 0 〃 ハナ 78．9�
713 ブルーウィステリア 牝3黒鹿54 菅原 隆一桜井 欣吾氏 田村 康仁 新ひだか 飛野牧場 414－ 21：14．0� 576．7�
12 カフェテキーラ 牡3芦 56 武士沢友治西川 恭子氏 尾関 知人 新ひだか 三石橋本牧場 B548－ 41：14．21� 58．3
612 プレジャーリーフ 牝3栗 54

51 ▲原田 和真江川 伸夫氏 小桧山 悟 平取 松崎 文彦 404－ 61：14．83� 165．5�
59 エストスマイル 牝3鹿 54 江田 照男橋川 欣司氏 本間 忍 青森 大西興産 510－ 61：15．01� 173．4�
815 デルマノパパナノダ 牡3黒鹿56 伊藤 工真浅沼 廣幸氏 高柳 瑞樹 日高 ファニーヒルファーム 484± 01：15．1� 189．7�
48 カシノトップレディ 牝3青鹿 54

51 ▲井上 敏樹柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 八木 常郎 418－ 21：15．41� 448．6�
11 ヘルツォーク 牡3鹿 56 柴田 大知畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社

ラークヒルズ 450± 01：15．61� 90．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，930，300円 複勝： 55，374，500円 枠連： 10，197，500円
馬連： 41，133，200円 馬単： 31，470，900円 ワイド： 19，799，700円
3連複： 57，640，000円 3連単： 110，266，100円 計： 343，812，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 290円 � 150円 枠 連（4－6） 1，230円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 510円 �� 210円 �� 910円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 6，390円

票 数

単勝票数 計 179303 的中 � 98778（1番人気）
複勝票数 計 553745 的中 � 376419（1番人気）� 17162（5番人気）� 49536（2番人気）
枠連票数 計 101975 的中 （4－6） 6164（4番人気）
馬連票数 計 411332 的中 �� 26116（4番人気）
馬単票数 計 314709 的中 �� 14730（6番人気）
ワイド票数 計 197997 的中 �� 8872（5番人気）�� 29939（1番人気）�� 4598（10番人気）
3連複票数 計 576400 的中 ��� 27628（5番人気）
3連単票数 計1102661 的中 ��� 12738（16番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．5―12．3―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．9―47．2―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．0
3 ・（16，7，11）14，4－（5，6）（10，12）（1，9，15，13）－3－2－8 4 ・（16，7）11（4，14）－6（5，10，12）13（9，3）15（1，2）－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フジマサレジェンド �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．3 新潟4着

2011．4．14生 牡3芦 母 フレンチアイディア 母母 フ ェ ン ジ ー 9戦1勝 賞金 13，600，000円
※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） 1頭 ゾナパラ号
（非抽選馬） 2頭 シュンブレイン号・プレフェリート号

09062 4月13日 晴 良 （26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）

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

510 アスカクイン 牝3栗 54 吉田 豊上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 470＋ 21：57．8 14．4�
612 マダムインパリ 牝3栗 54 嘉藤 貴行松岡 研司氏 大和田 成 日高 宝寄山 忠則 470± 0 〃 クビ 188．6�
11 メイプルチャンス 牝3栗 54 津村 明秀節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 440－121：58．01� 28．0�
816 ヒ ム カ 牝3栗 54 松岡 正海�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 492＋ 21：58．42� 7．2�
48 ヴァールハイト 牝3黒鹿54 石橋 脩有限会社シルク菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 448－121：58．5クビ 54．9�
24 ファイナルカヨ 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹泉 一郎氏 和田 雄二 日高 戸川牧場 438＋ 21：58．82 322．9	
23 ホールドミータイト 牝3鹿 54 横山 典弘
グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 470＋ 2 〃 ハナ 2．8�
713 ウ イ ン サ ラ 牝3黒鹿54 伊藤 工真�ウイン 松山 将樹 浦河 岡本 昌市 426－ 81：58．9� 329．5�
59 コウジンシュリー 牝3鹿 54 大野 拓弥加藤 興一氏 松山 将樹 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 81：59．0クビ 13．0
47 ビ バ ホ ー プ 牝3栗 54 武士沢友治桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 502＋ 21：59．21� 2．8�
36 シ ガ ー ロ ス 牝3鹿 54 北村 宏司
日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 490－ 41：59．41 20．6�
815 ハートオブジュン 牝3鹿 54 田中 勝春林 啓二氏 松山 将樹 浦河 信成牧場 482－ 41：59．72 44．4�
611 マユラウインド 牝3黒鹿54 後藤 浩輝石川 眞実氏 萩原 清 新冠 須崎牧場 460－ 41：59．8� 13．9�
12 ラストカレンナ 牝3栗 54

51 ▲原田 和真窪田 康志氏 高柳 瑞樹 浦河 有限会社
吉田ファーム 456－ 42：00．11� 52．4�

35 レディゴールド 牝3青鹿 54
51 ▲石川裕紀人片山 浄見氏 鈴木 伸尋 日高 賀張三浦牧場 446± 02：01．05 269．7�

714 ナカヤマジェンヌ 牝3鹿 54 内田 博幸和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 412－182：02．8大差 35．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，222，000円 複勝： 29，611，600円 枠連： 10，425，400円
馬連： 43，699，600円 馬単： 27，257，100円 ワイド： 19，036，400円
3連複： 55，667，800円 3連単： 86，783，500円 計： 288，703，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 280円 � 3，010円 � 730円 枠 連（5－6） 2，700円

馬 連 �� 96，560円 馬 単 �� 218，650円

ワ イ ド �� 20，910円 �� 4，480円 �� 17，410円

3 連 複 ��� 513，540円 3 連 単 ��� 3，558，130円

票 数

単勝票数 計 162220 的中 � 8890（6番人気）
複勝票数 計 296116 的中 � 33014（3番人気）� 2272（13番人気）� 10259（8番人気）
枠連票数 計 104254 的中 （5－6） 2851（12番人気）
馬連票数 計 436996 的中 �� 334（75番人気）
馬単票数 計 272571 的中 �� 92（151番人気）
ワイド票数 計 190364 的中 �� 223（77番人気）�� 1056（35番人気）�� 268（74番人気）
3連複票数 計 556678 的中 ��� 80（313番人気）
3連単票数 計 867835 的中 ��� 18（1878番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―13．4―13．9―13．5―12．9―12．9―12．9―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．9―51．8―1：05．3―1：18．2―1：31．1―1：44．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスカクイン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．6．22 函館8着

2011．4．23生 牝3栗 母 グローバルソング 母母 グロリアスバラッド 11戦1勝 賞金 7，050，000円
〔制裁〕 ヴァールハイト号の騎手石橋脩は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルナガト号

第３回 中山競馬 第６日



09063 4月13日 晴 良 （26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）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815� ドラゴンスパン 牡3黒鹿56 内田 博幸窪田 康志氏 久保田貴士 米 Brandywine
Farm & Darley 472－ 41：13．0 1．5�

713 サビーナクレスタ �3鹿 56 横山 典弘 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 21：13．42	 4．6�

714 モンサンアルビレオ 牝3栗 54 江田 照男山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 462－221：13．61
 12．8�
24 ヒ ラ リ ア ス 牝3鹿 54 石橋 脩岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 本桐牧場 452－ 4 〃 ハナ 8．8�
36 ド ヤ ガ オ 牝3栗 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 日高 木村牧場 446 ―1：14．34 148．0�
510 セイユウパワー 牡3青鹿 56

53 ▲原田 和真松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新冠 長浜牧場 B460－ 4 〃 ハナ 244．4	
612 プラウドワンダー 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人伊東 純一氏 大江原 哲 日高 メイプルファーム 456－ 11：14．4	 363．8

35 デモクラシー 牡3鹿 56 武士沢友治藤田 在子氏 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 B456± 0 〃 ハナ 29．8�
816 グットノイズ 牡3鹿 56 大野 拓弥小田 吉男氏 黒岩 陽一 新冠 競優牧場 490－ 41：14．61
 38．7�
59 オーガスタウインド 牡3鹿 56 吉田 豊吉田 好雄氏 高橋 義博 新冠 山岡牧場 416－ 81：14．7クビ 191．6
47 カネトシモナカ 牡3黒鹿56 松岡 正海兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 梅田牧場 B466± 01：14．8	 137．2�
611 ベストタイム 牡3栗 56 北村 宏司キャピタルクラブ 小西 一男 新冠 北星村田牧場 422± 01：15．11� 55．5�
12 ド ー タ ン 牡3黒鹿56 柴田 未崎�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 450－ 21：15．41� 143．9�
23 スリーロンドン 牡3栗 56 後藤 浩輝永井商事� 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B452± 0 〃 クビ 22．7�
11 バトルミュートゥス 牡3栗 56 津村 明秀宮川 秋信氏 和田正一郎 新ひだか 西村 和夫 408－101：15．82	 341．8�
48 オシャレレディ 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹新井原 博氏 小桧山 悟 新冠 マリオステー
ブル 444 ―1：17．8大差 377．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，284，100円 複勝： 89，317，800円 枠連： 16，847，300円
馬連： 49，877，500円 馬単： 43，236，200円 ワイド： 25，193，700円
3連複： 68，310，800円 3連単： 150，301，300円 計： 467，368，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 260円 枠 連（7－8） 210円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 190円 �� 390円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 2，380円

票 数

単勝票数 計 242841 的中 � 133360（1番人気）
複勝票数 計 893178 的中 � 636819（1番人気）� 73111（2番人気）� 29361（4番人気）
枠連票数 計 168473 的中 （7－8） 60450（1番人気）
馬連票数 計 498775 的中 �� 122146（1番人気）
馬単票数 計 432362 的中 �� 77131（1番人気）
ワイド票数 計 251937 的中 �� 40830（1番人気）�� 14913（3番人気）�� 6090（11番人気）
3連複票数 計 683108 的中 ��� 46603（2番人気）
3連単票数 計1503013 的中 ��� 46729（4番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．1―12．4―12．4―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ドラゴンスパン �
�
父 Hard Spun �

�
母父 Boston Harbor デビュー 2013．6．23 函館2着

2011．2．23生 牡3黒鹿 母 Ammalu 母母 Golden Tiy 10戦1勝 賞金 18，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オシャレレディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月13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。
（非当選馬） 2頭 コスモロザラム号・フジサンマーケット号
（非抽選馬） 1頭 プレール号

09064 4月13日 晴 良 （26中山3）第6日 第4競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走11時20分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

59 マイネルヴェルス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 526－ 42：14．1 2．8�

818 レッドレギオン 牡3鹿 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B476＋ 22：14．2� 4．9�
35 ゲンパチスカイ 牡3栗 56 内田 博幸平野 武志氏 中川 公成 浦河 杵臼牧場 442＋ 42：14．73 58．7�
714 ピ ー キ ー 牡3鹿 56 横山 典弘 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 464－ 2 〃 ハナ 9．8�
817 クインズストーム 牡3芦 56 松岡 正海 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新ひだか 佐竹 学 462－ 42：14．91� 6．7�
36 トゥインクル 牡3栗 56 大野 拓弥畑佐 博氏 高柳 瑞樹 日高 いとう牧場 460－ 4 〃 クビ 15．1	
12 レテルノアモーレ 牡3鹿 56 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 468－102：15．0クビ 10．8

612 クールジャイロ 牡3栗 56 伊藤 工真川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 B500－ 6 〃 ハナ 167．6�
611 パルファイア 牡3栗 56 田中 勝春田畑 利彦氏 石毛 善彦 新ひだか 西川富岡牧場 B458－ 82：15．21	 16．3�
47 プレストウィック 牡3芦 56 中舘 英二有限会社シルク武藤 善則 安平 ノーザンファーム B530－ 62：15．73 61．6
715 コマノアスリート 牡3鹿 56 江田 照男長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 456－ 62：15．8クビ 109．0�
24 レインオーバー 牡3青鹿56 石橋 脩 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 450± 02：15．9� 15．3�
510 タケルムーン 牡3鹿 56 梶 晃啓森 保彦氏 田村 康仁 平取 びらとり牧場 454＋ 2 〃 ハナ 353．3�
816 ヒロソーラー 牡3鹿 56 武士沢友治富岡己代子氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 480－ 2 〃 ハナ 19．4�
713 フェスティヴシー 牡3栗 56

53 ▲原田 和真臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 448－ 22：17．07 18．5�
11 ヤギリヒマワリ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 454± 02：17．1� 232．6�
48 スピンタリス 牡3鹿 56 吉田 豊伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 B512± 02：17．31 235．9�
23 ケラウズランブラ 牝3栗 54 岡田 祥嗣阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 444± 02：18．57 448．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，156，400円 複勝： 34，485，400円 枠連： 17，734，100円
馬連： 51，116，100円 馬単： 29，314，400円 ワイド： 23，045，700円
3連複： 66，080，300円 3連単： 95，835，000円 計： 338，767，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 200円 � 960円 枠 連（5－8） 410円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，660円 �� 3，700円

3 連 複 ��� 15，420円 3 連 単 ��� 55，350円

票 数

単勝票数 計 211564 的中 � 59557（1番人気）
複勝票数 計 344854 的中 � 85749（1番人気）� 47749（2番人気）� 6360（11番人気）
枠連票数 計 177341 的中 （5－8） 32607（1番人気）
馬連票数 計 511161 的中 �� 39159（1番人気）
馬単票数 計 293144 的中 �� 15375（1番人気）
ワイド票数 計 230457 的中 �� 15322（1番人気）�� 2019（40番人気）�� 1438（44番人気）
3連複票数 計 660803 的中 ��� 3164（52番人気）
3連単票数 計 958350 的中 ��� 1278（183番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．1―12．5―12．6―12．5―12．4―12．2―11．8―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．0―36．1―48．6―1：01．2―1：13．7―1：26．1―1：38．3―1：50．1―2：02．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルヴェルス �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．10．12 東京9着

2011．2．16生 牡3鹿 母 マイネヌーヴェル 母母 マイネプリテンダー 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 マイネルヴェルス号は，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。
（非抽選馬） 2頭 ブラウンネプチュー号・ローガンベリー号



09065 4月13日 晴 良 （26中山3）第6日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時10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
1：48．5
1：47．8

重
重

814 バ ン ズ ー ム 牡3鹿 56 内田 博幸諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 462－ 21：55．0 3．0�
813 リ ッ カ ル ド 牡3芦 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 484－ 41：55．32 10．4�
610 フィールザスマート 牡3青鹿56 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 490－ 21：55．51� 6．1�
22 グラスプリマ 牝3鹿 54 武士沢友治半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 514± 0 〃 ハナ 23．7�
33 サトノバリアント 牡3鹿 56 北村 宏司里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 438＋ 21：55．81� 3．2�
711 クラシックメタル 牡3鹿 56 松岡 正海吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 492± 01：56．11� 72．4	
712 ラインハーディー 牝3栗 54 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：56．42 7．0

11 オ ベ リ ス ク 牡3鹿 56 後藤 浩輝前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 514－101：56．5	 16．6�
46 タケルファラオ 牡3栗 56 石橋 脩森 保彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 476－ 41：57．03 34．9�
58 デルマキャッツアイ 牝3黒鹿54 江田 照男浅沼 廣幸氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 478－ 8 〃 クビ 44．2
57 ユニバーサルビーチ 牝3青 54 柴田 大知古川 嘉治氏 加藤 和宏 新ひだか 千代田牧場 498＋ 41：57．1クビ 174．6�
69 スズトラッド 牡3鹿 56 吉田 豊小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 山際セントラルスタッド 494＋ 41：58．16 29．6�
34 アイナマーリエ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか マルショウ牧場 472＋ 21：58．52	 286．1�
45 ゾ ナ パ ラ 牝3鹿 54 柴田 未崎�ミルファーム 畠山 重則 浦河 丸幸小林牧場 418＋ 42：01．8大差 386．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，886，700円 複勝： 54，979，600円 枠連： 16，556，300円
馬連： 70，132，200円 馬単： 40，311，400円 ワイド： 29，946，300円
3連複： 85，632，300円 3連単： 144，110，500円 計： 474，555，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 280円 � 210円 枠 連（8－8） 1，780円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 830円 �� 520円 �� 870円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 17，260円

票 数

単勝票数 計 328867 的中 � 86888（1番人気）
複勝票数 計 549796 的中 � 116352（2番人気）� 42762（5番人気）� 69709（3番人気）
枠連票数 計 165563 的中 （8－8） 6891（7番人気）
馬連票数 計 701322 的中 �� 29054（7番人気）
馬単票数 計 403114 的中 �� 9580（12番人気）
ワイド票数 計 299463 的中 �� 8803（9番人気）�� 15007（4番人気）�� 8356（10番人気）
3連複票数 計 856323 的中 ��� 15843（11番人気）
3連単票数 計1441105 的中 ��� 6164（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―38．0―51．6―1：04．5―1：17．0―1：29．4―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バ ン ズ ー ム �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．19 東京3着

2011．3．13生 牡3鹿 母 ペディクラリス 母母 マチカネベニザクラ 6戦2勝 賞金 20，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゾナパラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月13日まで平地競走に

出走できない。
※アイナマーリエ号・ゾナパラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09066 4月13日 晴 良 （26中山3）第6日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時40分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

12 ピースオブアイ 牝5栗 55 石橋 脩星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 482＋161：12．1 22．3�
35 セイユウスマイル 牝4鹿 55 北村 宏司松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 472± 01：12．52� 2．1�
59 ロマネクイーン 牝4鹿 55 武士沢友治村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B464－ 21：12．6クビ 13．2�
23 ナムラケイオス 牝5鹿 55 大野 拓弥奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 526＋ 61：12．7� 6．8�
816 ドリームバラード 牝5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 B460＋ 41：12．8� 36．2�
48 エアカリナン 牝5鹿 55 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド大竹 正博 安平 ノーザンファーム B462－ 6 〃 アタマ 17．9	
510 アイネクライネ 牝4芦 55 江田 照男田島榮二郎氏 矢野 英一 浦河 有限会社

松田牧場 462± 01：12．9� 8．7

815 ヒアルロンサン 牝4鹿 55 二本柳 壮�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 448± 01：13．0� 226．4�
714 スピーディードータ 牝5鹿 55 津村 明秀ホースアディクト小西 一男 日高 坂 牧場 472＋ 41：13．21� 15．1
611 テ ツ ナ ゴ オ 牝4黒鹿55 松岡 正海�ビリオンスター加藤 征弘 千歳 社台ファーム 456＋ 21：13．41 40．2�
24 フェアリーガーデン 牝5鹿 55

52 ▲石川裕紀人田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 454＋ 4 〃 クビ 200．3�
11 キンショーキラ 牝5栗 55 柴田 未崎礒野日出夫氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 494＋101：13．6� 252．6�
36 アポロレジーナ 牝4鹿 55 中舘 英二アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 480＋ 61：13．7� 55．2�
713	 ブロンドヒロイン 牝4栗 55

52 ▲井上 敏樹 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム 442－ 61：13．8クビ 182．6�
47 ベルモントラヴ 牝4芦 55 吉田 豊 �ベルモントファーム和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム 484＋ 21：14．22� 86．0�
612 コウヨウチャンス 牝4栗 55 田中 勝春寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 442－ 61：14．51� 5．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，103，900円 複勝： 46，591，700円 枠連： 16，629，100円
馬連： 59，120，300円 馬単： 36，704，400円 ワイド： 27，178，300円
3連複： 76，214，600円 3連単： 124，548，600円 計： 416，090，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，230円 複 勝 � 460円 � 130円 � 280円 枠 連（1－3） 1，780円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 5，620円

ワ イ ド �� 750円 �� 2，370円 �� 470円

3 連 複 ��� 5，020円 3 連 単 ��� 41，480円

票 数

単勝票数 計 291039 的中 � 10325（8番人気）
複勝票数 計 465917 的中 � 19045（8番人気）� 149455（1番人気）� 35615（5番人気）
枠連票数 計 166291 的中 （1－3） 6922（8番人気）
馬連票数 計 591203 的中 �� 26096（6番人気）
馬単票数 計 367044 的中 �� 4822（17番人気）
ワイド票数 計 271783 的中 �� 8958（7番人気）�� 2627（27番人気）�� 15228（4番人気）
3連複票数 計 762146 的中 ��� 11213（16番人気）
3連単票数 計1245486 的中 ��� 2216（116番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．3―11．6―12．2―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．7―46．3―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピースオブアイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2011．12．18 中山2着

2009．2．15生 牝5栗 母 シルバーコースト 母母 Diamond Coast 19戦2勝 賞金 23，870，000円



09067 4月13日 晴 良 （26中山3）第6日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時10分 （芝・右・外）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

46 サクラダムール 牡4鹿 57 松岡 正海�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 西村 和夫 474－ 61：34．2 8．8�
11 マイネルイルミナル 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 464＋ 41：34．3� 4．5�
712 ユッカマウンテン 牝5栗 55 北村 宏司吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 ハナ 2．7�
33 マイネルコランダム 牡5青鹿57 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム 472± 0 〃 クビ 17．3�
610 ロングシャドウ 牡4青鹿57 後藤 浩輝飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 ハナ 10．7�
45 ルネッタアスール 牝5鹿 55 中舘 英二青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 466± 01：34．62 30．9	
34 ヒカルエリントン 牡4鹿 57 内田 博幸髙橋 京子氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 520－ 81：34．7クビ 6．1

58 シルクブルックリン 牡5黒鹿57 横山 典弘有限会社シルク奥村 武 新冠 対馬 正 558＋ 4 〃 ハナ 6．4�
711 アードバーク 牡5鹿 57 吉田 豊石川 幸司氏 南田美知雄 浦河 三栄牧場 482－ 4 〃 クビ 372．0�
22 サクセスカーチス 牡4鹿 57 大野 拓弥髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 470＋ 21：34．91 76．0
814	 ア ナ ン タ ン 牝5栗 55 津村 明秀川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 440＋ 81：35．32� 142．8�
69 ケイアイエイト 牡4鹿 57 江田 照男亀田 和弘氏 武井 亮 新ひだか 松田牧場 488－12 〃 クビ 158．3�
813	 リネンハウス 牡5栗 57 武士沢友治戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 506－10 〃 ハナ 381．7�
57 スマイルオブライフ 牝5鹿 55 嘉藤 貴行�ターフ・スポート粕谷 昌央 新ひだか 平野牧場 500± 01：35．51
 141．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，798，500円 複勝： 41，971，400円 枠連： 14，804，600円
馬連： 62，063，600円 馬単： 39，838，000円 ワイド： 26，045，600円
3連複： 75，483，500円 3連単： 133，588，600円 計： 421，593，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 190円 � 180円 � 120円 枠 連（1－4） 1，700円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 670円 �� 350円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 14，900円

票 数

単勝票数 計 277985 的中 � 25021（5番人気）
複勝票数 計 419714 的中 � 49671（5番人気）� 55953（2番人気）� 119301（1番人気）
枠連票数 計 148046 的中 （1－4） 6429（10番人気）
馬連票数 計 620636 的中 �� 24852（8番人気）
馬単票数 計 398380 的中 �� 7418（17番人気）
ワイド票数 計 260456 的中 �� 8645（10番人気）�� 18612（3番人気）�� 24580（1番人気）
3連複票数 計 754835 的中 ��� 33612（3番人気）
3連単票数 計1335886 的中 ��� 6621（53番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．6―11．5―11．9―11．7―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．6―47．1―59．0―1：10．7―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

サクラダムール �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．2．3 東京12着

2010．3．12生 牡4鹿 母 サクラジュノー 母母 リビエールボレアール 7戦2勝 賞金 16，632，000円
※アードバーク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09068 4月13日 晴 良 （26中山3）第6日 第8競走 ��2，400�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 7，500，000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
2：28．8
2：28．6

重
不良

811 バ ン ク シ ー 牡4鹿 57
54 ▲井上 敏樹渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 480－ 42：37．5 10．7�

66 ヘイローフォンテン 牡4鹿 57 江田 照男吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B516± 02：37．92� 3．2�
810 メイショウビリーヴ �5黒鹿57 津村 明秀松本 和子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 436－ 4 〃 アタマ 38．5�
44 アプリコーゼ 牡5黒鹿57 田中 勝春 �キャロットファーム 木村 哲也 日高 待兼牧場 536＋ 22：38．64 5．3�
55 アルフェロア 牡5青鹿57 北村 宏司吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B498＋ 42：39．13 14．6�
79 アウレオーラ 牝4黒鹿55 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－ 42：39．31� 61．8	
11 フィーユブルー �5鹿 57 内田 博幸青芝商事
 矢野 英一 千歳 社台ファーム B478－ 22：39．62 2．2�
78 ウインラヴェリテ 牡4栗 57 柴田 大知
ウイン 金成 貴史 浦河 大北牧場 B508＋ 22：40．87 19．0�
67 デルマカマイタチ 牡4黒鹿57 松岡 正海浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B486－ 62：41．12 50．9
22 	 カレンナデルガード 牝4鹿 55 大野 拓弥山科 統氏 奥村 武 浦河 富塚 元喜 424－29 〃 ハナ 97．3�
33 	 ハイランドコンドル 牝4黒鹿55 田中 博康小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 434＋ 62：43．3大差 164．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，540，200円 複勝： 31，081，000円 枠連： 14，360，000円
馬連： 55，498，700円 馬単： 38，292，300円 ワイド： 22，223，900円
3連複： 65，869，500円 3連単： 151，000，500円 計： 402，866，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 250円 � 170円 � 630円 枠 連（6－8） 1，190円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 540円 �� 2，270円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 10，960円 3 連 単 ��� 65，830円

票 数

単勝票数 計 245402 的中 � 18184（4番人気）
複勝票数 計 310810 的中 � 32938（4番人気）� 62556（2番人気）� 10119（8番人気）
枠連票数 計 143600 的中 （6－8） 8931（5番人気）
馬連票数 計 554987 的中 �� 28469（6番人気）
馬単票数 計 382923 的中 �� 6672（16番人気）
ワイド票数 計 222239 的中 �� 10896（5番人気）�� 2307（22番人気）�� 3240（17番人気）
3連複票数 計 658695 的中 ��� 4438（31番人気）
3連単票数 計1510005 的中 ��� 1693（161番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．1―11．9―13．4―16．0―13．8―12．5―13．5―13．3―13．1―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．1―36．2―48．1―1：01．5―1：17．5―1：31．3―1：43．8―1：57．3―2：10．6―2：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F53．7―3F40．2
1
�
6＝1，8－10，9－5（2，4）－7－11－3
6－（10，1，8）（4，9）5（7，11）2＝3

2
�

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

勝馬の
紹 介

バ ン ク シ ー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2012．12．9 中山8着

2010．4．8生 牡4鹿 母 ファミリーバイブル 母母 Angelic Song 20戦2勝 賞金 20，220，000円
〔制裁〕 バンクシー号の騎手井上敏樹は，2周目4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害

馬：9番）



09069 4月13日 晴 良 （26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 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

33 ホクラニミサ 牝3黒鹿54 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 428－ 41：49．0 4．3�
11 ハ ツ ガ ツ オ 牝3鹿 54 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 480＋ 41：49．21� 16．3�
89 ス ー リ ー ル 牝3鹿 54 横山 典弘�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 6 〃 クビ 8．8�
66 アラマサクロフネ 牝3鹿 54 大野 拓弥�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 472± 01：49．3� 25．2�
44 コウヨウマリア 牝3鹿 54 田中 勝春寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 476－ 81：49．4� 4．1	
55 エスティレジェンド 牝3黒鹿54 江田 照男島川 
哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 440－ 61：49．5クビ 15．5�
22 ル ナ レ デ ィ 牝3黒鹿54 内田 博幸村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 中田 英樹 478－ 2 〃 アタマ 4．6�
810 タイセイティグレス 牝3青鹿54 後藤 浩輝田中 成奉氏 菊川 正達 えりも 寺井 文秀 462－ 21：49．6� 4．3
78 グラスティファニー 牝3栗 54 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 456－ 21：50．13 69．9�
77 トーアコナユキ 牝3芦 54 嘉藤 貴行高山ランド� 畠山 吉宏 豊浦トーア牧場 476－ 21：51．37 27．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，412，600円 複勝： 45，367，100円 枠連： 18，617，400円
馬連： 82，614，400円 馬単： 47，444，900円 ワイド： 29，881，900円
3連複： 92，076，800円 3連単： 191，225，300円 計： 537，640，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 390円 � 230円 枠 連（1－3） 3，900円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 5，410円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 840円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 10，150円 3 連 単 ��� 46，910円

票 数

単勝票数 計 304126 的中 � 56597（2番人気）
複勝票数 計 453671 的中 � 81762（1番人気）� 25692（6番人気）� 51806（5番人気）
枠連票数 計 186174 的中 （1－3） 3524（14番人気）
馬連票数 計 826144 的中 �� 18567（13番人気）
馬単票数 計 474449 的中 �� 6484（23番人気）
ワイド票数 計 298819 的中 �� 6429（17番人気）�� 9069（10番人気）�� 3508（27番人気）
3連複票数 計 920768 的中 ��� 6697（40番人気）
3連単票数 計1912253 的中 ��� 3009（173番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―36．5―48．7―1：00．7―1：12．9―1：24．7―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホクラニミサ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．6．30 福島3着

2011．5．19生 牝3黒鹿 母 エルメスティアラ 母母 シンコウエルメス 6戦2勝 賞金 20，866，000円

09070 4月13日 晴 良 （26中山3）第6日 第10競走 ��
��1，600�

す み だ が わ

隅 田 川 特 別
発走14時50分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，25．4．6以降26．4．6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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

68 � メイショウインロウ 牡5栗 55 横山 典弘松本 好雄氏 高橋 亮 日高 日西牧場 524＋ 41：34．9 12．5�
812 サクラディソール 牝4鹿 54 北村 宏司�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 424－ 61：35．0� 4．2�
56 ダイワブレイディ 牡4芦 56 後藤 浩輝大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 512＋ 21：35．1� 4．7�
69 ショウナンラムジ 牡5鹿 56 松岡 正海国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 504＋ 2 〃 ハナ 28．7�
710 コスモミレネール 牝5鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 21：35．2� 9．3	
45 ゴールドカルラ 牝6鹿 54 大野 拓弥磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 524＋ 21：35．3	 4．1

813 クリノチョモランマ 牡4青鹿55 吉田 豊栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 514－ 2 〃 アタマ 6．8�
33 タケルハヤテ 牡6鹿 54 武士沢友治森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B466± 01：35．51
 21．7�
22 カグニザント �6黒鹿56 内田 博幸 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム 468± 0 〃 クビ 10．1
57 プロスペラスマム 牝7鹿 50 原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 530－ 41：35．6� 181．1�
11 デプロマトウショウ 牝5鹿 52 井上 敏樹トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 456± 01：35．81
 114．4�
44 ブリージーデイズ 牡7栗 53 岡田 祥嗣 �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム B500± 01：36．22� 62．9�
711� キングロンシャープ 牡6栗 55 田中 勝春小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 478－ 41：37．79 53．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，344，700円 複勝： 62，696，100円 枠連： 28，689，500円
馬連： 143，170，100円 馬単： 71，847，800円 ワイド： 49，274，400円
3連複： 160，097，400円 3連単： 282，106，800円 計： 835，226，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 290円 � 170円 � 180円 枠 連（6－8） 1，160円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 7，150円

ワ イ ド �� 760円 �� 940円 �� 420円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 37，950円

票 数

単勝票数 計 373447 的中 � 23716（7番人気）
複勝票数 計 626961 的中 � 47990（6番人気）� 109158（2番人気）� 98833（3番人気）
枠連票数 計 286895 的中 （6－8） 18383（5番人気）
馬連票数 計1431701 的中 �� 37408（15番人気）
馬単票数 計 718478 的中 �� 7422（31番人気）
ワイド票数 計 492744 的中 �� 15630（11番人気）�� 12315（14番人気）�� 31504（2番人気）
3連複票数 計1600974 的中 ��� 31422（11番人気）
3連単票数 計2821068 的中 ��� 5487（138番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．6―36．8―48．8―1：00．6―1：12．1―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

�メイショウインロウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Woodman

2009．1．29生 牡5栗 母 ビワプリムラ 母母 ウッドストリーム 16戦2勝 賞金 31，758，000円
初出走 JRA

１レース目



09071 4月13日 晴 良 （26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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

610 ア フ ォ ー ド 牡6鹿 56 中舘 英二前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 462± 01：07．9 5．4�
712 スギノエンデバー 牡6鹿 58 後藤 浩輝杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 466＋ 2 〃 アタマ 13．0�
611 プレイズエターナル 牡4黒鹿56 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B478－ 61：08．0クビ 3．1�
22 ハ ノ ハ ノ 牡6鹿 57 内田 博幸�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 468－ 2 〃 クビ 18．1�
815 ワキノブレイブ 牡4青鹿56 吉田 豊脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 484＋ 41：08．1クビ 8．4�
59 サイレントソニック 牝6黒鹿54 北村 宏司細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 458± 01：08．2	 14．8	
11 ツインクルスター 牝5栗 54 江田 照男岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 41：08．3
 6．2

47 ニ ン ジ ャ 牡5鹿 56 �島 良太ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 470－ 21：08．4
 20．7�
713� ヘニーハウンド 牡6栗 55 石橋 脩林 正道氏 矢作 芳人 米 Gulf Coast

Farms, LLC 504＋ 21：08．5	 36．3�
35 ミヤジエムジェイ 牡6鹿 56 武士沢友治曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 508＋ 21：08．6クビ 36．2
34 サクラアドニス 牡6黒鹿57 柴田 大知�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 470± 01：08．7
 64．8�
814 レオンビスティー 牡5鹿 56 松岡 正海備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 498± 0 〃 クビ 9．0�
23 ラインブラッド 牡8栗 57 田中 勝春大澤 繁昌氏 水野 貴広 静内 シンボリ牧場 510± 01：08．8
 174．1�
46 メモリアルイヤー 牝6栗 54 大野 拓弥西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 484－121：08．9
 49．2�
58 アウトクラトール 牡9鹿 57 伊藤 工真 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 ハナ 84．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，688，400円 複勝： 75，078，400円 枠連： 59，782，400円
馬連： 242，368，700円 馬単： 118，937，500円 ワイド： 72，233，300円
3連複： 308，196，500円 3連単： 556，884，300円 計： 1，486，169，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 290円 � 150円 枠 連（6－7） 980円

馬 連 �� 3，320円 馬 単 �� 5，690円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 370円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 19，540円

票 数

単勝票数 計 526884 的中 � 77317（2番人気）
複勝票数 計 750784 的中 � 104483（2番人気）� 54093（7番人気）� 172011（1番人気）
枠連票数 計 597824 的中 （6－7） 45277（4番人気）
馬連票数 計2423687 的中 �� 53986（15番人気）
馬単票数 計1189375 的中 �� 15432（22番人気）
ワイド票数 計 722333 的中 �� 15367（14番人気）�� 53534（1番人気）�� 22131（8番人気）
3連複票数 計3081965 的中 ��� 87212（5番人気）
3連単票数 計5568843 的中 ��� 21039（45番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．8―11．2―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．1―44．3―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．8
3 1－2，6（7，11）（5，8，12，14）15，4，10，9－（3，13） 4 1－2（7，6）11（5，8，12，14）（4，15）（9，10）－（3，13）

勝馬の
紹 介

ア フ ォ ー ド �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ゼネラリスト デビュー 2010．10．23 福島1着

2008．3．21生 牡6鹿 母 プリティメイズ 母母 ハートリープス 26戦7勝 賞金 141，771，000円
※出走取消馬 キングレオポルド号（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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ウインラーニッド号・オリービン号・カネトシディオス号・トウショウヘイロー号・レジェトウショウ号

09072 4月13日 晴 良 （26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 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
1：08．7
1：08．7

重
重

48 スズヨストラ 牡4栗 57 北村 宏司鈴木与四郎氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド 464－101：11．6 11．6�
714 ヤマニンブルジョン 牡4栗 57 石橋 脩土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 478＋ 41：11．81� 87．4�
59 	 ヴィクタシア 牝5黒鹿55 横山 典弘前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida B516＋ 2 〃 ハナ 4．2�
611	
 クールヴェント 牡6鹿 57 大野 拓弥櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade1

Bloodstock Inc. 512－10 〃 ハナ 24．0�
510 テ ム ジ ン 牡5鹿 57 吉田 豊熊谷 貴之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 486－ 2 〃 クビ 14．1�
815 ド ナ リ サ 牝6鹿 55

52 ▲井上 敏樹山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 472－ 41：12．01� 31．4�
36 ディアイレイザー 牡5栗 57 松岡 正海ディアレスト 高橋 裕 浦河 高松牧場 B490± 0 〃 ハナ 22．9	
47 ウインプロスパー 牡4鹿 57 柴田 大知
ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 524＋ 41：12．1� 7．3�
612 ジェイケイホーム 牡4栃栗57 武士沢友治小谷野次郎氏 田中 剛 新ひだか 池田牧場 B470－ 41：12．2� 41．3�
12 ブロックコード 牡6青鹿57 伊藤 工真ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 486＋ 61：12．3� 176．5�
816 ジ ョ バ イ ロ 牡4鹿 57 江田 照男岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 482± 0 〃 ハナ 12．4�
35 
 トレノソルーテ �8鹿 57 梶 晃啓戸賀 智子氏 田村 康仁 新冠 川上牧場 522－ 81：12．4� 137．0�
24 エーシングリズリー 牡5黒鹿57 後藤 浩輝
栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 472－ 21：12．61� 9．7�
713 ドラゴンフラッシュ 牡5栗 57

54 ▲原田 和真窪田 芳郎氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 514－ 81：13．02� 233．0�
11 
 ピュアアイズ 牝4鹿 55 田中 勝春山際牧場 松永 康利 新ひだか 山際牧場 486－ 41：13．21 3．1�
23 フォースフル 牡5黒鹿57 中舘 英二
Basic 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 492－141：13．3� 22．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，729，100円 複勝： 74，834，400円 枠連： 48，065，800円
馬連： 177，154，400円 馬単： 83，958，800円 ワイド： 61，660，100円
3連複： 216，794，600円 3連単： 384，998，500円 計： 1，098，195，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 450円 � 1，370円 � 190円 枠 連（4－7） 8，600円

馬 連 �� 36，250円 馬 単 �� 54，690円

ワ イ ド �� 8，910円 �� 1，100円 �� 3，570円

3 連 複 ��� 53，680円 3 連 単 ��� 492，430円

票 数

単勝票数 計 507291 的中 � 34715（5番人気）
複勝票数 計 748344 的中 � 40230（7番人気）� 11674（13番人気）� 134803（2番人気）
枠連票数 計 480658 的中 （4－7） 4126（26番人気）
馬連票数 計1771544 的中 �� 3607（77番人気）
馬単票数 計 839588 的中 �� 1133（135番人気）
ワイド票数 計 616601 的中 �� 1661（77番人気）�� 14352（10番人気）�� 4197（47番人気）
3連複票数 計2167946 的中 ��� 2981（167番人気）
3連単票数 計3849985 的中 ��� 577（1208番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―11．8―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．4―46．2―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズヨストラ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 Kendor デビュー 2012．8．18 新潟1着

2010．2．20生 牡4栗 母 ラソーミュロワーズ 母母 Mercalle 14戦3勝 賞金 27，200，000円
〔制裁〕 エーシングリズリー号の騎手後藤浩輝は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
※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 サルバドールハクイ号
（非抽選馬） 1頭 タガノトネール号

４レース目



（26中山3）第6日 4月13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 175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

200，850，000円
4，660，000円
1，400，000円
18，420，000円
68，667，500円
4，550，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
365，096，900円
641，389，000円
272，709，400円
1，077，948，800円
608，613，700円
405，519，300円
1，328，064，100円
2，411，649，000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 7，110，990，200円

総入場人員 30，993名 （有料入場人員 28，212名）
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