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09073 4月19日 晴 良 （26中山3）第7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

713 ミカルベウス 牝3芦 54 内田 博幸尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 474＋141：12．4 2．3�
815 ジギースンナー 牝3青鹿54 吉田 豊佐藤 雄司氏 粕谷 昌央 新冠 浜口牧場 460－ 41：12．82� 58．8�
36 アインクラング 牝3芦 54 蛯名 正義有限会社シルク加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 41：13．01� 3．7�
714 ヒ メ ゴ ト 牝3鹿 54 戸崎 圭太内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 450 ― 〃 クビ 9．2�
35 オートクレール 牝3栗 54 石橋 脩岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 420＋ 61：13．32 11．3�
47 ドナカンパニュラ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹山田 貢一氏 高木 登 日高 中原牧場 422－ 21：13．51 109．5�
59 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 466＋ 41：13．6� 4．3	
611 ヤマホトトギス 牝3鹿 54 武士沢友治江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 452＋121：13．7クビ 29．8

11 ダイアペイソン 牝3鹿 54 草野 太郎吉田 哲哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 448－141：14．12� 279．6�
816 インパルスガール 牝3鹿 54 柴田 大知 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 金成吉田牧場 452 ―1：14．95 173．1
48 ア リ ソ ン 牝3鹿 54 梶 晃啓手嶋 康雄氏 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 450± 01：15．75 252．6�
23 デルマラムチャン 牝3青鹿54 五十嵐雄祐浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 412＋ 21：16．55 387．3�
510 ケンブリッジベラ 牝3黒鹿54 石神 深一中西 宏彰氏 星野 忍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 410－ 2 〃 クビ 100．6�
12 シゲルウゼン 牝3栗 54 田中 勝春森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新ひだか 岡田スタツド 434－ 41：16．6� 99．7�
612 アクアノーブル 牝3栗 54 松岡 正海吉岡 泰治氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 480 ―1：16．8� 61．9�
24 スマイルグッド 牝3鹿 54 上野 翔�大北牧場 新開 幸一 浦河 大北牧場 400－221：17．65 454．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，264，400円 複勝： 34，431，800円 枠連： 13，476，500円
馬連： 42，481，900円 馬単： 31，251，800円 ワイド： 21，847，300円
3連複： 56，394，600円 3連単： 102，479，100円 計： 321，627，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 750円 � 150円 枠 連（7－8） 1，670円

馬 連 �� 4，140円 馬 単 �� 4，860円

ワ イ ド �� 920円 �� 210円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 17，900円

票 数

単勝票数 計 192644 的中 � 67810（1番人気）
複勝票数 計 344318 的中 � 104258（1番人気）� 6888（7番人気）� 67521（3番人気）
枠連票数 計 134765 的中 （7－8） 5984（6番人気）
馬連票数 計 424819 的中 �� 7588（11番人気）
馬単票数 計 312518 的中 �� 4750（19番人気）
ワイド票数 計 218473 的中 �� 5194（11番人気）�� 33557（1番人気）�� 2434（16番人気）
3連複票数 計 563946 的中 ��� 14279（9番人気）
3連単票数 計1024791 的中 ��� 4227（54番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―12．2―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―46．7―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミカルベウス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．6．22 函館7着

2011．4．9生 牝3芦 母 バーニングレッド 母母 レッドチリペッパー 6戦1勝 賞金 10，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケンブリッジベラ号・アクアノーブル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

5月19日まで平地競走に出走できない。
デルマラムチャン号・シゲルウゼン号・スマイルグッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成26年6月19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 ベンディシオン号・マナスル号・ラブウィスパー号

09074 4月19日 晴 良 （26中山3）第7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

12 ドラゴンカフェ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 528－ 41：56．5 2．9�
48 ウェルヴァースト 牡3栗 56 吉田 豊 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 2 〃 クビ 36．1�
47 カシマブレイン 牡3鹿 56 柴田 未崎松浦 一久氏 畠山 重則 浦河 信成牧場 492－ 21：57．45 168．6�
713 ランドントウォーク 牡3青鹿56 高田 潤井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B486＋ 81：57．71� 41．5�
36 ウインドオブケン 牡3黒鹿56 田辺 裕信岡村 善行氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム 480－ 4 〃 クビ 13．0�
35 センノイギダー 牡3栗 56 武士沢友治浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか 静内酒井牧場 472＋ 4 〃 ハナ 49．8�
816 ロードデューク 牡3栗 56 北村 宏司 	ロードホースクラブ 古賀 慎明 新ひだか ケイアイファーム 462－141：58．44 89．9

612 サブリメイション 牡3黒鹿56 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 畠山牧場 492－ 61：58．61� 1．6�
815 クランサージュ 牡3鹿 56 江田 照男 	グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 492－ 81：58．91� 97．8�
59 カンタベリーツルギ 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 422± 01：59．0� 456．5
714 アサカバハムート 牡3鹿 56 西村 太一�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 434－ 61：59．1� 497．5�
24 アイファーカウント 牡3栗 56 内田 博幸中島 稔氏 小島 茂之 新ひだか 静内山田牧場 474＋ 61：59．41� 72．1�
510 フェバリットブルー 牡3黒鹿56 柴田 大知 	ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 B462＋ 41：59．5クビ 71．5�
11 ショウナンアラン 牡3鹿 56 後藤 浩輝�湘南 上原 博之 日高 オリオンファーム 454－ 22：00．03 31．6�
611 ハイデッカー 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 538－ 22：00．1� 28．8�
23 クリノグラスオー 牡3青 56 菅原 隆一栗本 博晴氏 蛯名 利弘 日高 いとう牧場 428－ 82：00．84 434．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，558，200円 複勝： 64，307，800円 枠連： 14，531，000円
馬連： 46，802，200円 馬単： 35，970，200円 ワイド： 22，685，500円
3連複： 57，119，200円 3連単： 115，090，100円 計： 381，064，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 270円 � 1，100円 � 3，580円 枠 連（1－4） 3，230円

馬 連 �� 3，930円 馬 単 �� 5，800円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 4，230円 �� 7，810円

3 連 複 ��� 61，010円 3 連 単 ��� 183，850円

票 数

単勝票数 計 245582 的中 � 67831（2番人気）
複勝票数 計 643078 的中 � 77919（2番人気）� 14167（6番人気）� 4147（13番人気）
枠連票数 計 145310 的中 （1－4） 3326（10番人気）
馬連票数 計 468022 的中 �� 8798（12番人気）
馬単票数 計 359702 的中 �� 4581（16番人気）
ワイド票数 計 226855 的中 �� 4763（13番人気）�� 1304（30番人気）�� 700（47番人気）
3連複票数 計 571192 的中 ��� 691（108番人気）
3連単票数 計1150901 的中 ��� 462（354番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―13．1―13．3―12．6―12．5―12．8―13．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．3―38．4―51．7―1：04．3―1：16．8―1：29．6―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Mining デビュー 2014．1．6 中山5着

2011．5．11生 牡3黒鹿 母 ハローレイチェル 母母 One Smart Lady 2戦1勝 賞金 5，600，000円
〔制裁〕 ランドントウォーク号の騎手高田潤は，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：15番）

ランドントウォーク号の騎手高田潤は，4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて過怠金
100，000円。（被害馬：12番・10番）

第３回 中山競馬 第７日



09075 4月19日 晴 良 （26中山3）第7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

12 パイメイメイ 牝3鹿 54 横山 典弘西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B462－ 21：11．7 29．0�
23 ダブルフェイス 牡3栗 56 吉田 豊山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 504－ 61：11．91� 5．1�
612 ハ ッ ツ オ フ 牡3鹿 56 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 472－ 21：12．32� 11．6�
24 シゲルシモウサ 牡3鹿 56 田中 勝春森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B460＋ 41：12．51� 56．7�
48 ビックナサンクス 牡3青鹿56 北村 宏司平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 荒木 貴宏 516－ 81：12．6� 2．2�
714 リ オ ヴ ェ ラ �3栗 56 三浦 皇成山口功一郎氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 492＋101：12．91� 4．6	
47 トラストエルフ 牝3栗 54 横山 義行菅波 雅巳氏 尾関 知人 新冠 松浦牧場 448－ 61：13．32� 259．8

611 ドスコイサーファー 牡3鹿 56 大庭 和弥稻井田安史氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 41：13．61� 28．8�
815 サンアナハイム 牡3黒鹿56 松岡 正海加藤 信之氏 伊藤 伸一 清水 小野瀬 晃司 490＋ 21：13．81� 22．4�
36 クリスタルコブラ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 540＋ 2 〃 アタマ 21．8
510 レッドローズキング 牡3栗 56 柴田 未崎小野 博郷氏 土田 稔 新ひだか 稲葉牧場 452－ 2 〃 アタマ 455．2�
59 サムソンズライト �3鹿 56 後藤 浩輝杉山 忠国氏 萩原 清 新ひだか 明治牧場 476± 01：14．22� 12．8�
713 ムーンパスラブ 牝3黒鹿54 石神 深一木稲 安則氏 星野 忍 新冠 木稲牧場 430－ 4 〃 クビ 682．0�
816 チャンピオンパイロ 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹坪野谷和平氏 和田 雄二 新冠 川上牧場 428－ 21：14．3クビ 161．2�
35 カガイージス 牡3栗 56 草野 太郎香川 憲次氏 大江原 哲 日高 高山 博 488 ―1：28．1大差 494．9�
11 エイシンディズニー 牡3青鹿56 柴田 大知�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 468－12 （競走中止） 36．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，492，900円 複勝： 45，974，300円 枠連： 15，338，300円
馬連： 52，560，800円 馬単： 34，885，200円 ワイド： 28，276，500円
3連複： 68，261，900円 3連単： 107，630，900円 計： 377，420，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，900円 複 勝 � 730円 � 230円 � 290円 枠 連（1－2） 3，170円

馬 連 �� 6，180円 馬 単 �� 18，210円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 2，610円 �� 820円

3 連 複 ��� 16，200円 3 連 単 ��� 122，960円

票 数

単勝票数 計 244929 的中 � 6657（9番人気）
複勝票数 計 459743 的中 � 14168（9番人気）� 61129（3番人気）� 43052（4番人気）
枠連票数 計 153383 的中 （1－2） 3577（16番人気）
馬連票数 計 525608 的中 �� 6284（22番人気）
馬単票数 計 348852 的中 �� 1414（58番人気）
ワイド票数 計 282765 的中 �� 3212（24番人気）�� 2604（29番人気）�� 8927（7番人気）
3連複票数 計 682619 的中 ��� 3111（52番人気）
3連単票数 計1076309 的中 ��� 646（346番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―12．0―12．5―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パイメイメイ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．1．5 中山6着

2011．4．9生 牝3鹿 母 パイクーニャン 母母 パ イ ア ン 5戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走中止〕 エイシンディズニー号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カガイージス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月19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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トドロキバクシン号
（非抽選馬） 3頭 イクラトロ号・カノープス号・ライクアラヴァー号

09076 4月19日 晴 良 （26中山3）第7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

816 リターントゥジェム 牡3黒鹿56 内田 博幸西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 484－ 21：56．8 2．5�
815 ガ ラ パ ゴ ス 牡3鹿 56 横山 典弘石川 達絵氏 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 474－101：57．11� 21．0�
12 マウントマズル 牡3鹿 56 柴田 善臣中沢 春吉氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 480＋ 21：57．63 109．3�
47 ジャマスルナ 牡3黒鹿56 後藤 浩輝小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B480＋ 4 〃 クビ 59．7�
11 デルマコテツ 牡3栗 56 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 438－ 2 〃 アタマ 5．4�
714 フェイトアゲン 牡3鹿 56 江田 照男浅川 皓司氏 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 452± 01：57．81� 39．0�
510 キタサンダイチ 牡3青鹿56 吉田 豊	大野商事 小笠 倫弘 新冠 大栄牧場 456－ 2 〃 クビ 35．3

59 プ ラ ス ワ ン 牡3栗 56 草野 太郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 青森 太田ファーム 450＋ 41：57．9� 213．7�
36 ダイワシェリー 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 470± 01：58．21� 321．8�
713 ワ イ マ ン 牡3栗 56 松岡 正海井上 久光氏 柴田 政人 新冠 石郷岡 雅樹 494－ 2 〃 アタマ 154．6
48 マイネルゲール 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 むかわ ヤマイチ牧場 496± 0 〃 ハナ 19．8�
35 モ ー ク ン 牡3芦 56 大庭 和弥 	荻伏服部牧場 天間 昭一 浦河 チェスナット

ファーム 442± 01：58．3� 205．0�
611 リ キ マ ル 牡3鹿 56 田中 勝春北所 直人氏 高橋 義博 日高 高柳 隆男 488± 01：59．36 18．0�
612 バロンドール 牡3芦 56 武士沢友治佐々木雄二氏 奥村 武 新ひだか 土田 陽介 B502－ 21：59．93� 250．3�
24 ダークファンタジー 牡3栗 56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 534＋ 22：00．75 6．3�
23 サクセスラディウス 牡3青鹿56 田辺 裕信髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 506－ 22：01．87 4．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，294，200円 複勝： 43，775，500円 枠連： 17，821，100円
馬連： 54，443，900円 馬単： 37，049，500円 ワイド： 26，537，800円
3連複： 66，307，800円 3連単： 111，131，900円 計： 381，361，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 160円 � 440円 � 1，560円 枠 連（8－8） 2，060円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 730円 �� 2，010円 �� 6，970円

3 連 複 ��� 25，980円 3 連 単 ��� 75，660円

票 数

単勝票数 計 242942 的中 � 79125（1番人気）
複勝票数 計 437755 的中 � 104142（1番人気）� 22559（7番人気）� 5569（11番人気）
枠連票数 計 178211 的中 （8－8） 6399（8番人気）
馬連票数 計 544439 的中 �� 23440（6番人気）
馬単票数 計 370495 的中 �� 11001（7番人気）
ワイド票数 計 265378 的中 �� 9456（9番人気）�� 3208（20番人気）�� 899（51番人気）
3連複票数 計 663078 的中 ��� 1884（70番人気）
3連単票数 計1111319 的中 ��� 1084（206番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．8―12．9―13．2―13．3―13．1―13．5―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．2―50．1―1：03．3―1：16．6―1：29．7―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

リターントゥジェム �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2013．12．14 中山5着

2011．5．2生 牡3黒鹿 母 ティファニージェム 母母 ビューティフルジェム 6戦1勝 賞金 11，000，000円



09077 4月19日 晴 良 （26中山3）第7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

12 ウインインスパイア 牡3黒鹿56 石橋 脩�ウイン 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 446＋ 42：03．9 1．7�
817 ナカヤマジョーイ 牡3栗 56 蛯名 正義和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 452－ 62：04．43 13．5�
48 オウトラヴェス 牡3黒鹿56 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 様似 富田 恭司 472± 02：04．5クビ 6．2�
59 ウマンマミーア 牡3鹿 56 江田 照男野崎 宗信氏 菅原 泰夫 登別 登別上水牧場 432－ 6 〃 クビ 7．9�
713 パリカラノテガミ 牡3鹿 56 松岡 正海嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 432－ 62：04．6クビ 69．5�
611 ハッピーセーラー 牝3鹿 54 横山 典弘小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 B470＋10 〃 クビ 10．6	
47 マイネルオプタ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 日高 オリオンファーム 464＋ 22：04．7クビ 62．9

36 フレンドスイート 牝3鹿 54 田中 勝春横尾 晴人氏 菊川 正達 新ひだか 藤巻 則弘 426＋ 42：04．8� 67．0�
612 ニシノカザブエ 牝3黒鹿54 柴田 未崎西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 406－102：04．9クビ 201．6�
23 ヒラボクマキシム 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹�平田牧場 杉浦 宏昭 浦河 大柳ファーム 422－ 82：05．11� 434．9
714 チョチョイノチョイ 牡3鹿 56 上野 翔�ターフ・スポート高柳 瑞樹 浦河 成隆牧場 464± 0 〃 ハナ 423．4�
510 プランドール 牝3栗 54 西村 太一 �ロードホースクラブ 田中 清隆 新ひだか 澤田 嘉隆 460± 02：05．41� 293．2�
11 ゴールドクラウス 牡3鹿 56 吉田 豊磯波 勇氏 高木 登 新ひだか 城地 和義 458± 02：05．5� 66．7�
35 イーグルアモン 牝3鹿 54 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 450＋ 2 〃 ハナ 12．2�
715 マンハッタンレディ 牝3芦 54 内田 博幸吉田 和美氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 498＋ 82：05．6� 45．0�
818 ショウナンアバロン �3鹿 56 後藤 浩輝国本 哲秀氏 武市 康男 新ひだか 西村 和夫 B436－ 2 〃 クビ 61．8�
24 トーホウクローバー 牝3黒鹿54 柴田 善臣東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 450－102：06．55 239．7�
816 ヤサカメジェール 牝3黒鹿54 武士沢友治志邑 宣彦氏 蛯名 利弘 日高 高柳 隆男 490＋ 22：07．03 426．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，310，900円 複勝： 71，175，700円 枠連： 18，310，100円
馬連： 57，850，300円 馬単： 42，183，100円 ワイド： 29，468，600円
3連複： 71，207，200円 3連単： 131，798，900円 計： 450，304，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 240円 � 160円 枠 連（1－8） 620円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 370円 �� 240円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 6，060円

票 数

単勝票数 計 283109 的中 � 136139（1番人気）
複勝票数 計 711757 的中 � 378987（1番人気）� 39115（6番人気）� 81657（2番人気）
枠連票数 計 183101 的中 （1－8） 21897（2番人気）
馬連票数 計 578503 的中 �� 44934（5番人気）
馬単票数 計 421831 的中 �� 24999（5番人気）
ワイド票数 計 294686 的中 �� 19941（5番人気）�� 35053（1番人気）�� 5996（11番人気）
3連複票数 計 712072 的中 ��� 30481（4番人気）
3連単票数 計1317989 的中 ��� 16055（15番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―13．5―12．9―12．8―12．1―12．0―12．0―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．1―38．6―51．5―1：04．3―1：16．4―1：28．4―1：40．4―1：52．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．5
1
3
2，18（6，11）（7，15）8（9，12）4（10，17）（1，14，16）3，13，5
2，18，11（6，8，15）（7，9，12）－（10，17）（4，14，13）1（3，5）－16

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

勝馬の
紹 介

ウインインスパイア �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．5 東京7着

2011．4．5生 牡3黒鹿 母 ハギノオマージュ 母母 ソーシャルスタンス 7戦1勝 賞金 12，350，000円
※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。
（非抽選馬） 1頭 カンタベリーマーチ号

09078 4月19日 晴 良 （26中山3）第7日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時55分 （芝・右・外）

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
1：30．7
1：30．7

良
良

69 ピークトラム 牡3黒鹿56 横山 典弘吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 464－121：36．2 1．6�
33 ア ラ フ ジ 牝3黒鹿54 三浦 皇成�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 442－ 21：36．52 14．3�
710 コスモドーム 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 6 〃 クビ 63．0�
45 カワカミマゴコロ 牝3青鹿54 江田 照男 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 424－ 21：36．6クビ 17．7�
56 ファイトバック 牡3黒鹿56 戸崎 圭太宮川 純造氏 武藤 善則 新冠 オリエント牧場 B468－ 4 〃 クビ 12．4�
711 ロジテースト 牡3鹿 56 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 448－ 81：36．7クビ 5．7	
44 ヴァンデミエール 牝3鹿 54 柴田 未崎�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 4 〃 アタマ 89．4

812 シベリアンタイガー 牡3鹿 56 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 472－ 61：36．8� 15．4�
813 ダイワソフィー 牝3芦 54 後藤 浩輝大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 452－121：37．11� 13．6�
57 コスモマイルール 牝3栗 54 内田 博幸岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 418＋ 41：37．31� 194．3
68 レッドオラシオン 牡3芦 56 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B460± 0 〃 ハナ 197．9�
22 サ ウ ス ゴ ビ 牡3栗 56 田辺 裕信 K.C．タン氏 和田 正道 新冠 アサヒ牧場 446－ 21：37．4� 19．3�
11 コ ス モ ド ガ 牡3栃栗56 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 41：37．82� 82．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，447，700円 複勝： 57，520，000円 枠連： 15，346，200円
馬連： 57，175，900円 馬単： 41，870，900円 ワイド： 27，522，100円
3連複： 66，849，800円 3連単： 144，534，400円 計： 439，267，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 290円 � 720円 枠 連（3－6） 1，120円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 500円 �� 790円 �� 4，520円

3 連 複 ��� 9，870円 3 連 単 ��� 28，040円

票 数

単勝票数 計 284477 的中 � 144461（1番人気）
複勝票数 計 575200 的中 � 286640（1番人気）� 32892（4番人気）� 10902（9番人気）
枠連票数 計 153462 的中 （3－6） 10134（5番人気）
馬連票数 計 571759 的中 �� 37493（6番人気）
馬単票数 計 418709 的中 �� 22714（6番人気）
ワイド票数 計 275221 的中 �� 14712（6番人気）�� 8621（8番人気）�� 1389（39番人気）
3連複票数 計 668498 的中 ��� 5003（32番人気）
3連単票数 計1445344 的中 ��� 3805（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．1―48．3―1：00．7―1：12．7―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

ピークトラム �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．6．1 阪神3着

2011．5．8生 牡3黒鹿 母 タッチザピーク 母母 タッチフォーゴールド 11戦2勝 賞金 43，750，000円



09079 4月19日 晴 良 （26中山3）第7日 第7競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時25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
1：48．5
1：47．8

重
重

55 アンジェラスベル 牝4鹿 55 江田 照男田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B462－ 41：55．9 43．2�
22 オメガエンブレム 牝5青 55 後藤 浩輝原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 ハナ 7．2�
810 メテオーリカ 牝5黒鹿55 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 446± 01：56．22 1．6�
33 コーディリア 牝5青 55 北村 宏司 �社台レースホース尾形 和幸 安平 追分ファーム B464± 0 〃 ハナ 24．2�
66 � シェイプリー 牝5鹿 55 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか ケイアイファーム 474－ 81：56．41� 11．3	
11 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 B510－ 61：56．93 31．6

77 ノーブルガイア 牝5黒鹿55 梶 晃啓菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 448± 01：57．21� 31．1�
78 フォルテシモ 牝4鹿 55 三浦 皇成窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 446－ 41：57．51� 11．9�
44 � ラ ノ ラ ラ ク 牝4栗 55 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 472＋ 61：57．6� 207．1
89 モ モ ト ン ボ 牝4鹿 55 横山 典弘 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 458＋ 81：58．34 5．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 28，511，500円 複勝： 74，742，800円 枠連： 13，671，900円
馬連： 52，721，900円 馬単： 41，366，700円 ワイド： 24，029，200円
3連複： 59，934，500円 3連単： 153，721，800円 計： 448，700，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，320円 複 勝 � 640円 � 180円 � 110円 枠 連（2－5） 9，020円

馬 連 �� 9，280円 馬 単 �� 28，040円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 810円 �� 220円

3 連 複 ��� 3，500円 3 連 単 ��� 64，940円

票 数

単勝票数 計 285115 的中 � 5212（9番人気）
複勝票数 計 747428 的中 � 11192（9番人気）� 64983（2番人気）� 467249（1番人気）
枠連票数 計 136719 的中 （2－5） 1119（19番人気）
馬連票数 計 527219 的中 �� 4194（23番人気）
馬単票数 計 413667 的中 �� 1089（51番人気）
ワイド票数 計 240292 的中 �� 3355（19番人気）�� 6577（13番人気）�� 34282（1番人気）
3連複票数 計 599345 的中 ��� 12655（15番人気）
3連単票数 計1537218 的中 ��� 1747（168番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．0―13．7―13．3―13．1―12．6―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．6―51．3―1：04．6―1：17．7―1：30．3―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アンジェラスベル �
�
父 Oratorio �

�
母父 Montjeu デビュー 2012．8．25 新潟5着

2010．3．5生 牝4鹿 母 マヤノダンシャラ 母母 Dunshara 16戦2勝 賞金 15，590，000円
〔制裁〕 アンジェラスベル号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※モモトンボ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09080 4月19日 晴 良 （26中山3）第7日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時55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

22 ポークチョップ 牝4鹿 55 江田 照男鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B458－ 81：11．4 26．0�
44 カワキタシャウト 牡4鹿 57 横山 典弘川島 吉男氏 武市 康男 新冠 ラツキー牧場 492＋ 2 〃 クビ 3．0�
812 マイネルブルズアイ 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 えりも エクセルマネジメント B470－ 21：11．61� 17．3�
813 シュナップス 牡4栗 57 松岡 正海藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 448± 01：11．91� 5．8�
57 タニセンダイナスト 牡4鹿 57 武士沢友治染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 杵臼牧場 462＋ 21：12．11� 38．0�
68 シゲルホウオウザ 牡4鹿 57 後藤 浩輝森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 加藤牧場 470＋ 21：12．2クビ 7．6	
710� ナルミチャン 牝4鹿 55 北村 宏司
日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 468－ 4 〃 クビ 17．6�
45 セトノブロッサム 牝4黒鹿55 吉田 豊難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 476± 01：12．3クビ 7．7�
33 ダンディーソル 牡4青鹿57 内田 博幸 
高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 486± 01：12．4� 14．6
69 ジャストフレンズ 牝5鹿 55

52 ▲井上 敏樹阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 434＋ 21：12．5クビ 108．5�
56 フランチャイズ 牡5栗 57 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 518＋ 4 〃 クビ 7．2�
11 ヒアルロンサン 牝4鹿 55 柴田 未崎
ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 448± 01：12．7� 109．2�
711 マ グ ネ イ ト 牡4栗 57 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新ひだか キヨタケ牧場 488－ 21：13．97 11．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 25，326，000円 複勝： 45，447，300円 枠連： 21，084，000円
馬連： 66，839，200円 馬単： 36，695，500円 ワイド： 28，326，000円
3連複： 79，585，400円 3連単： 125，317，600円 計： 428，621，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，600円 複 勝 � 670円 � 170円 � 500円 枠 連（2－4） 3，630円

馬 連 �� 5，340円 馬 単 �� 12，740円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 3，890円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 33，680円 3 連 単 ��� 230，070円

票 数

単勝票数 計 253260 的中 � 7696（10番人気）
複勝票数 計 454473 的中 � 14692（10番人気）� 93816（1番人気）� 20970（9番人気）
枠連票数 計 210840 的中 （2－4） 4291（14番人気）
馬連票数 計 668392 的中 �� 9239（24番人気）
馬単票数 計 366955 的中 �� 2126（53番人気）
ワイド票数 計 283260 的中 �� 3891（26番人気）�� 1758（46番人気）�� 5022（20番人気）
3連複票数 計 795854 的中 ��� 1744（102番人気）
3連単票数 計1253176 的中 ��� 402（641番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．2―11．8―12．2―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポークチョップ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2012．9．23 中山5着

2010．3．5生 牝4鹿 母 フィールドボニータ 母母 ゴートゥグローリー 16戦2勝 賞金 18，900，000円



09081 4月19日 晴 良 （26中山3）第7日 第9競走 ��2，000�
や ま ふ じ

山 藤 賞
発走14時25分 （芝・右）

3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．0
1：56．1

良
良

44 キネオペガサス 牡3鹿 56 蛯名 正義吉田 千津氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 520－ 22：03．4 2．2�
78 ストーミング 牡3栗 56 田中 勝春栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 470－ 62：03．82� 6．3�
55 レイズアスピリット 牡3青 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 クビ 43．5�
89 マイネルヴェルト 牡3芦 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 460± 02：03．9� 10．0�
22 ジャッカスバーク 牡3黒鹿56 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526－ 42：04．0� 5．8	
810 レ オ ニ ー ズ 牡3鹿 56 後藤 浩輝 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 6 〃 クビ 8．5

11 メジャーステップ 牡3栗 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 478－ 22：04．1� 13．2�
77 コスモディクシー 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B468＋ 22：04．31� 52．0�
66 アンヴェイルド 牡3鹿 56 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494＋ 62：04．72� 11．1
33 ラグジードライブ �3栗 56 江田 照男西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム B460－ 62：04．8� 21．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 38，262，100円 複勝： 59，558，500円 枠連： 20，540，700円
馬連： 93，756，300円 馬単： 53，463，800円 ワイド： 34，162，900円
3連複： 96，766，500円 3連単： 198，023，500円 計： 594，534，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 200円 � 990円 枠 連（4－7） 640円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，050円 �� 3，920円

3 連 複 ��� 12，010円 3 連 単 ��� 38，910円

票 数

単勝票数 計 382621 的中 � 138653（1番人気）
複勝票数 計 595585 的中 � 165501（1番人気）� 76155（3番人気）� 10417（10番人気）
枠連票数 計 205407 的中 （4－7） 23703（2番人気）
馬連票数 計 937563 的中 �� 100581（2番人気）
馬単票数 計 534638 的中 �� 44569（1番人気）
ワイド票数 計 341629 的中 �� 29159（2番人気）�� 3823（26番人気）�� 1965（39番人気）
3連複票数 計 967665 的中 ��� 5947（45番人気）
3連単票数 計1980235 的中 ��� 3756（136番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．6―12．4―13．2―13．1―12．2―11．6―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．3―49．7―1：02．9―1：16．0―1：28．2―1：39．8―1：51．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キネオペガサス �
�
父 コンデュイット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．24 東京2着

2011．2．5生 牡3鹿 母 マルカキャンディ 母母 ジーナロマンティカ 6戦2勝 賞金 23，131，000円
〔制裁〕 キネオペガサス号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）

09082 4月19日 晴 良 （26中山3）第7日 第10競走 ��1，800�
そ う ぶ

総武ステークス
発走15時00分 （ダート・右）

4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

12 ヒラボクマジック 牡6黒鹿57 田辺 裕信�平田牧場 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 504－ 21：53．4 4．4�
23 ヴァンガード 牡5鹿 57 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508± 0 〃 ハナ 6．0�
611 アントニオピサ 牡5鹿 57 江田 照男市川 義美氏 角田 晃一 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498± 01：53．5� 38．6�
815 タ ナ ト ス 牡6黒鹿57 柴田 善臣榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 456－ 41：54．03 10．4�
24 キタサンイナズマ 牡4青鹿57 横山 典弘�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 504＋ 21：54．1� 3．7	
35 セイカフォルテ 牡6鹿 57 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 450－ 21：54．41� 86．4

48 キープインタッチ 牡4鹿 57 後藤 浩輝村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 498＋ 21：54．61� 4．9�
713 コスモイーチタイム 牡6栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 4 〃 ハナ 199．0�
510 リキサンステルス 牡4青鹿57 北村 宏司 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 B482＋ 81：54．7クビ 18．4
11 ドラゴンフォルテ 牡5鹿 57 三浦 皇成窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 482＋ 41：54．8� 17．2�
714 スターバリオン 牡5芦 57 藤懸 貴志幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ

ネツ牧場 502± 01：54．9� 18．9�
59 アルムダプタ 牡4栗 57 井上 敏樹﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 496－101：55．64 338．7�
36 レックスパレード 牡6栗 57 松岡 正海 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 追分ファーム B542＋241：56．23� 221．0�
612 ヒ メ サ ク ラ 牝4鹿 55 武士沢友治岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 450＋ 61：56．41 119．5�
47 ミッキーナチュラル 牡5栗 57 蛯名 正義野田みづき氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 504＋ 61：56．72 89．8�
816 プラントハンター 牡4黒鹿57 内田 博幸吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 458－ 41：58．08 16．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，526，900円 複勝： 99，458，200円 枠連： 44，413，800円
馬連： 177，242，800円 馬単： 84，013，900円 ワイド： 61，819，700円
3連複： 209，533，400円 3連単： 351，583，000円 計： 1，075，591，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 220円 � 960円 枠 連（1－2） 500円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 520円 �� 3，030円 �� 5，000円

3 連 複 ��� 24，430円 3 連 単 ��� 115，630円

票 数

単勝票数 計 475269 的中 � 86177（2番人気）
複勝票数 計 994582 的中 � 204334（1番人気）� 124781（4番人気）� 19891（10番人気）
枠連票数 計 444138 的中 （1－2） 66105（1番人気）
馬連票数 計1772428 的中 �� 101552（4番人気）
馬単票数 計 840139 的中 �� 22963（8番人気）
ワイド票数 計 618197 的中 �� 32591（4番人気）�� 4822（37番人気）�� 2888（43番人気）
3連複票数 計2095334 的中 ��� 6330（80番人気）
3連単票数 計3515830 的中 ��� 2244（386番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―12．8―12．7―12．3―12．2―12．3―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―37．9―50．6―1：02．9―1：15．1―1：27．4―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクマジック �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．1．10 中山1着

2008．3．19生 牡6黒鹿 母 マジックキス 母母 コランデアガール 18戦5勝 賞金 99，160，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 スターバリオン号の騎手藤懸貴志は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9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） 2頭 ドレミファドン号・ランブリングマン号



09083 4月19日 晴 良 （26中山3）第7日 第11競走
第16回農林水産省賞典

��4，250�中山グランドジャンプ（Ｊ・ＧⅠ）
発走15時40分 （芝・外）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳62�5歳以上63�，牝馬2�
減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード4：47．0良

55 アポロマーベリック 牡5鹿 63 五十嵐雄祐アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 524＋ 24：50．7 1．4�
66 コスモソユーズ 牡6栗 63 山本 康志 �ビッグレッドファーム 田中 剛 新ひだか マークリ牧場 492± 04：51．55 47．2�
44 メイショウブシドウ 牡5青鹿63 高田 潤松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 458＋ 6 〃 クビ 7．0�
810 シャイニーブラック �7黒鹿63 浜野谷憲尚小林 昌志氏 伊藤 伸一 平取 雅 牧場 460－ 24：51．81� 32．1�
33 サンレイデューク 牡6鹿 63 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 462－ 24：51．9� 41．6�
77 オースミムーン 牡5鹿 63 中村 将之	オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 464－144：52．85 5．2

22 セ イ エ イ 牡6栗 63 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 522＋ 44：52．9� 46．7�
78 アドマイヤトライ 牡5黒鹿63 西谷 誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 464－144：54．8大差 19．1�
89 ボストンプラチナ 牡7青鹿63 上野 翔ボストンホース	 柄崎 孝 日高 浦新 徳司 458－ 64：55．65 164．2
11 スズカマジェスタ 牡6青鹿63 林 満明永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 482－ 24：59．1大差 70．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 76，477，900円 複勝： 145，723，600円 枠連： 38，418，000円
馬連： 166，574，700円 馬単： 139，734，900円 ワイド： 61，941，600円
3連複： 203，175，100円 3連単： 661，113，700円 計： 1，493，159，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 420円 � 160円 枠 連（5－6） 1，700円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 670円 �� 200円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 8，380円

票 数

単勝票数 計 764779 的中 � 458189（1番人気）
複勝票数 計1457236 的中 � 956194（1番人気）� 31555（7番人気）� 131719（3番人気）
枠連票数 計 384180 的中 （5－6） 16691（6番人気）
馬連票数 計1665747 的中 �� 69549（7番人気）
馬単票数 計1397349 的中 �� 52925（7番人気）
ワイド票数 計 619416 的中 �� 20333（8番人気）�� 102824（2番人気）�� 8673（18番人気）
3連複票数 計2031751 的中 ��� 70441（9番人気）
3連単票数 計6611137 的中 ��� 58291（26番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 53．3－3F 40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アポロマーベリック �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 Theatrical デビュー 2011．11．26 東京7着

2009．4．15生 牡5鹿 母 オメガファスター 母母 フ ァ ス タ 障害：9戦5勝 賞金 188，729，000円
〔制裁〕 メイショウブシドウ号の騎手高田潤は，3周目4コーナーでの御法（鞭の使用）について戒告。

09084 4月19日 曇 良 （26中山3）第7日 第12競走 ��1，800�
と ね が わ

利 根 川 特 別
発走16時25分 （ダート・右）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

24 ブラインドサイド 牡5鹿 57 田辺 裕信諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 498± 01：54．3 5．1�
47 グッドマイスター 牡5鹿 57 後藤 浩輝久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 482－ 4 〃 クビ 3．3�
36 サウンドトゥルー 牡4栗 57 蛯名 正義山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 478－ 2 〃 ハナ 5．8�
611 エ ル マ ン ボ 牡4青鹿57 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 530＋ 61：54．93� 6．3�
713 コスモマイギフト 牡5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 B500± 01：55．0� 58．2�
48 クワイアーソウル 牡6黒鹿57 三浦 皇成	ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 500－ 41：55．1� 26．2

23 トミケンユークアイ �5黒鹿57 松岡 正海冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 492－10 〃 アタマ 52．6�
815 ロンギングエース 牡4鹿 57 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 508－ 2 〃 ハナ 6．9�
59 オアフライダー 牡4鹿 57 吉田 豊 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 480－ 61：55．2� 84．0
11 スノーモンキー 牡4鹿 57 内田 博幸石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 448± 01：55．51� 12．2�
35 バイタルフォルム 牡4黒鹿57 江田 照男髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 486－ 41：55．6� 44．1�
510 サトノレオパード �5鹿 57 柴田 善臣里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 496＋ 41：55．92 23．5�
612 ゴールウェイ 牝5鹿 55 田中 勝春吉田 和美氏 栗田 徹 洞	湖 メジロ牧場 474＋ 21：56．21� 173．2�
12 タイセイローマン 牡5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 494＋ 21：56．3� 25．0�
714 ブレイクチャンス �7鹿 57 武士沢友治齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 490－ 41：56．4� 274．0�
816 ブライトポジー 牝5鹿 55 柴田 未崎�ターフ・スポート堀井 雅広 浦河 梅田牧場 448＋ 21：57．03� 363．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，007，800円 複勝： 108，253，900円 枠連： 41，698，800円
馬連： 170，574，900円 馬単： 89，510，100円 ワイド： 75，120，900円
3連複： 221，971，600円 3連単： 386，530，300円 計： 1，148，668，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 150円 � 180円 枠 連（2－4） 720円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 400円 �� 650円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 7，540円

票 数

単勝票数 計 550078 的中 � 85964（2番人気）
複勝票数 計1082539 的中 � 143305（3番人気）� 227006（1番人気）� 156291（2番人気）
枠連票数 計 416988 的中 （2－4） 43085（2番人気）
馬連票数 計1705749 的中 �� 134748（2番人気）
馬単票数 計 895101 的中 �� 31597（5番人気）
ワイド票数 計 751209 的中 �� 47434（2番人気）�� 26384（6番人気）�� 66185（1番人気）
3連複票数 計2219716 的中 ��� 115102（1番人気）
3連単票数 計3865303 的中 ��� 37873（5番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―13．2―13．4―12．8―12．6―11．9―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．4―38．6―52．0―1：04．8―1：17．4―1：29．3―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．9
1
3
・（3，10）（5，8）（1，11）（2，7）6，16，4（9，15，12）－13，14・（3，10）（5，8，7）（2，11，6）（1，4）（16，13）（9，12）（15，14）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブラインドサイド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．15 東京2着

2009．4．4生 牡5鹿 母 ギミーシェルター 母母 オークツリー 17戦3勝 賞金 55，037，000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。
（非抽選馬） 2頭 クロスボウ号・ディアグリスター号



（26中山3）第7日 4月19日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

294，120，000円
7，000，000円
1，940，000円
27，120，000円
65，970，000円
5，602，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
420，480，500円
850，369，400円
274，650，400円
1，039，024，800円
667，995，600円
441，738，100円
1，257，107，000円
2，588，955，200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 7，540，321，000円

総入場人員 25，679名 （有料入場人員 23，536名）
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