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09085 4月20日 曇 良 （26中山3）第8日 第1競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

48 マーブルケーキ 牝3白 54 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 442± 01：56．8 1．9�

816 ブルザンインディゴ 牝3芦 54 武士沢友治藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 436＋ 21：57．22� 3．9�
35 モンレーヴリアン 牝3青鹿54 福永 祐一落合 幸弘氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 456－ 61：57．62� 33．4�
59 クインズアベハ 牝3鹿 54 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新ひだか 大滝 康晴 430＋101：57．7� 22．9�
714 エンプレスアイル 牝3鹿 54 江田 照男黒岩 晴男氏 藤原 辰雄 平取 高橋 啓 460 ―1：58．33� 94．6�
24 ソレイユレヴァン 牝3黒鹿54 後藤 浩輝村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 458 ―1：58．51� 41．1	
815 エピソードレディー 牝3栗 54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 450 ―1：58．92� 22．1

36 ラ ン ド ロ ワ 牝3芦 54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 452＋ 41：59．11� 19．3�
612 ショウナンララバイ 牝3鹿 54 柴田 善臣�湘南 古賀 史生 新ひだか 静内フアーム 438－ 21：59．2� 39．8
510 ローズオヌットゥ 牝3鹿 54 浜中 俊栗山 良子氏 土田 稔 平取 北島牧場 380－ 41：59．3クビ 23．5�
713 イニシアチブバイオ 牝3鹿 54 岩田 康誠バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 446－ 81：59．72� 42．3�
11 シゲルナガト 牝3鹿 54 松岡 正海森中 蕃氏 武市 康男 新ひだか 前田 宗将 466－ 62：00．44 139．0�
23 ミ レ シ ア 牝3黒鹿54 戸崎 圭太水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 442－222：01．25 23．8�
12 トーセンローツェ 牝3鹿 54 内田 博幸島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 464－ 62：01．3� 90．3�
47 ラ ス テ ラ 牝3鹿 54 石橋 脩岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 448－ 42：01．93� 10．6�
611 メルヘンハート 牝3鹿 54 柴田 大知堀口 晴男氏 和田 雄二 新ひだか 有限会社石川牧場 B424－ 22：03．17 283．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，070，700円 複勝： 39，341，400円 枠連： 17，534，300円
馬連： 52，299，300円 馬単： 38，780，900円 ワイド： 27，033，600円
3連複： 68，416，600円 3連単： 114，817，500円 計： 379，294，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 440円 枠 連（4－8） 270円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 200円 �� 930円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 5，880円

票 数

単勝票数 計 210707 的中 � 92168（1番人気）
複勝票数 計 393414 的中 � 149180（1番人気）� 76358（2番人気）� 12498（9番人気）
枠連票数 計 175343 的中 （4－8） 49296（1番人気）
馬連票数 計 522993 的中 �� 102431（1番人気）
馬単票数 計 387809 的中 �� 53478（1番人気）
ワイド票数 計 270336 的中 �� 44861（1番人気）�� 6149（13番人気）�� 5474（15番人気）
3連複票数 計 684166 的中 ��� 21185（6番人気）
3連単票数 計1148175 的中 ��� 14418（7番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―13．0―13．3―12．9―13．0―13．0―13．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―38．1―51．4―1：04．3―1：17．3―1：30．3―1：43．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．5
1
3

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

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

マーブルケーキ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．19 中山10着

2011．4．9生 牝3白 母 シラユキヒメ 母母 ウェイブウインド 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラステラ号・メルヘンハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月20日

まで平地競走に出走できない。

09086 4月20日 曇 良 （26中山3）第8日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時30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 ペリーホワイト 牡3芦 56 蛯名 正義西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 476± 01：12．9 11．3�
611 デ ュ ナ ト ス 牡3青鹿56 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 B494－121：13．0� 14．9�
24 フクノグングニル 牡3鹿 56 松岡 正海福島 実氏 小島 茂之 青森 長谷地 義正 522－ 6 〃 アタマ 26．4�
23 メイショウカノン 牡3青鹿56 武 豊松本 好�氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 478± 01：13．1クビ 1．2�
816 プ ロ ト コ ル 牡3栗 56 的場 勇人石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 518－ 21：13．42 12．1	
48 マトリックス 牡3鹿 56 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 �川 啓一 456± 01：13．5� 93．0

12 ブラウンタイガー 牡3鹿 56 後藤 浩輝キャピタルクラブ 松永 康利 えりも 能登 浩 B446＋ 21：13．6� 32．2�
714 フジサンマーケット 牡3栗 56 柴田 善臣藤田 秀行氏 高橋 祥泰 浦河トラストスリーファーム 424－ 61：13．81� 116．5�
713 カットキタイネン 牡3鹿 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 様似 林 時春 444± 01：13．9� 92．7
36 ダイワランクアップ 牡3黒鹿56 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 486－ 6 〃 ハナ 240．6�
815 リネンプルーフ �3栗 56 柴田 大知戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 474± 01：14．0� 125．7�
612 ボンジュールショウ 牡3芦 56 田中 勝春田中善次郎氏 天間 昭一 日高 坂 牧場 B444－ 41：14．1	 87．1�
11 ゴッドマザー 牝3栗 54 石橋 脩寺田 寿男氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 424± 01：14．63 85．1�
35 ニシノベニザクラ 牝3青鹿54 戸崎 圭太西山 茂行氏 伊藤 圭三 浦河 高昭牧場 B472＋ 4 〃 ハナ 108．7�
510 ティエスヴァレー 牝3芦 54 武士沢友治田畑 利彦氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 412－ 61：15．34 496．5�
59 ナインライヴス 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 千葉飯田牧場 428 ―1：18．9大差 319．2�
（ナインライブス）
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売 得 金
単勝： 39，127，500円 複勝： 103，637，700円 枠連： 15，793，600円
馬連： 51，210，800円 馬単： 50，974，500円 ワイド： 28，769，200円
3連複： 66，314，700円 3連単： 157，665，600円 計： 513，493，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 470円 � 690円 � 1，100円 枠 連（4－6） 3，240円

馬 連 �� 5，200円 馬 単 �� 12，790円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，580円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 16，920円 3 連 単 ��� 122，620円

票 数

単勝票数 計 391275 的中 � 27475（2番人気）
複勝票数 計1036377 的中 � 61226（2番人気）� 39245（4番人気）� 23681（6番人気）
枠連票数 計 157936 的中 （4－6） 3602（9番人気）
馬連票数 計 512108 的中 �� 7280（13番人気）
馬単票数 計 509745 的中 �� 2942（22番人気）
ワイド票数 計 287692 的中 �� 8650（7番人気）�� 4429（17番人気）�� 3533（20番人気）
3連複票数 計 663147 的中 ��� 2893（45番人気）
3連単票数 計1576656 的中 ��� 949（231番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．8―12．4―12．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．7―47．1―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．2
3 4，6，11（1，5，12）（7，16）（3，14）2－13（15，8）＝10＝9 4 4，6（1，11）（5，12）7（3，2，16）（15，8，14）13＝10＝9

勝馬の
紹 介

ペリーホワイト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．1．13 中山3着

2011．3．24生 牡3芦 母 セイウンメイリー 母母 ゴールデンハピネス 4戦1勝 賞金 7，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナインライヴス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月20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。
（非抽選馬） 2頭 クリノホテイソン号・バンダナ号

第３回 中山競馬 第８日



09087 4月20日 曇 良 （26中山3）第8日 第3競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

12 アカデミックドレス 牡3青鹿56 北村 宏司 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 482 ―1：57．2 24．6�
815 デ ュ ー イ 牡3栗 56 松岡 正海 �天羽�治牧場 高橋 文雅 日高 天羽 禮治 458－121：57．41� 9．5�
24 ドリームエルダー 牡3栗 56 後藤 浩輝セゾンレースホース� 根本 康広 豊浦 飯原牧場 472± 01：57．61� 9．1�
611 メイクザカット 牡3栗 56 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 534－ 21：57．7	 7．3�
11 ノースエット 牡3黒鹿56 戸崎 圭太平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 510－ 21：57．8クビ 9．4	
816
 タ マ ユ ラ 牝3栗 54 福永 祐一吉田 安惠氏 戸田 博文 愛 Redpender

Stud Ltd 468± 0 〃 クビ 2．7

47 ウインヤード 牡3鹿 56 内田 博幸柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 452－ 61：58．01� 11．0�
59 マコトヴォカシオン 牡3鹿 56 岩田 康誠�ディアマント 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 462－ 41：58．1クビ 34．1�
714 オールレディゼア 牡3黒鹿56 蛯名 正義�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 518＋10 〃 アタマ 5．9
23 トーアイタダキ 牡3栗 56 江田 照男高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 442－ 4 〃 ハナ 237．8�
36 オペラハット 牡3鹿 56 田中 勝春小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 442＋ 21：58．41� 16．9�
510 イ ン ペ ラ ー �3青鹿 56

53 ▲井上 敏樹武田 茂男氏 萱野 浩二 青森 長谷地 義正 446＋ 41：58．61� 165．8�
48 トワノトップガン 牝3栗 54 吉田 豊永田 清男氏 土田 稔 新ひだか 三石橋本牧場 450－10 〃 クビ 237．2�
713 ブラックシェンロン 牡3鹿 56 柴田 大知田頭 勇貴氏 矢野 英一 登別 登別上水牧場 454－ 41：58．7	 49．5�
35 ショウカンロン 牡3芦 56 武士沢友治 �荻伏三好ファーム 杉浦 宏昭 浦河 荻伏三好フ

アーム 488－ 81：58．91	 342．4�
612 ローガンベリー 牝3鹿 54 的場 勇人広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 450＋ 21：59．43 182．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，063，700円 複勝： 48，295，400円 枠連： 19，302，800円
馬連： 65，790，400円 馬単： 38，993，500円 ワイド： 29，697，900円
3連複： 82，852，800円 3連単： 121，943，200円 計： 432，939，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，460円 複 勝 � 680円 � 290円 � 300円 枠 連（1－8） 840円

馬 連 �� 10，930円 馬 単 �� 19，910円

ワ イ ド �� 2，860円 �� 2，560円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 25，960円 3 連 単 ��� 242，580円

票 数

単勝票数 計 260637 的中 � 8357（9番人気）
複勝票数 計 482954 的中 � 16566（9番人気）� 48299（4番人気）� 44951（5番人気）
枠連票数 計 193028 的中 （1－8） 17141（3番人気）
馬連票数 計 657904 的中 �� 4443（36番人気）
馬単票数 計 389935 的中 �� 1446（66番人気）
ワイド票数 計 296979 的中 �� 2528（34番人気）�� 2835（32番人気）�� 5655（21番人気）
3連複票数 計 828528 的中 ��� 2356（85番人気）
3連単票数 計1219432 的中 ��� 371（660番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―38．3―51．9―1：05．2―1：18．3―1：31．4―1：44．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F38．9
1
3
4（9，14）（3，15）（7，16）（1，10）8（2，5）12，6，13，11・（4，14）15（9，3，16）（1，7，8）2，11（6，10）13（12，5）

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

勝馬の
紹 介

アカデミックドレス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2011．3．17生 牡3青鹿 母 センシュアルドレス 母母 ジェミードレス 1戦1勝 賞金 5，000，000円

09088 4月20日 曇 良 （26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

35 コスモツケマ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 462＋101：35．5 8．4�
713 ゴーストペッパー 牡3栗 56 後藤 浩輝 �キャロットファーム 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 476－ 21：35．71� 5．6�
11 サクラカルナバル 牝3黒鹿54 田中 勝春�さくらコマース牧 光二 新ひだか 谷岡スタット 466－24 〃 アタマ 5．0�
48 ブラックエミオ 牡3鹿 56 武 豊鈴木 正浩氏 鈴木 伸尋 新冠 競優牧場 466－ 41：35．8� 14．2�
24 ヒラボクボーノ 牡3鹿 56 横山 典弘�平田牧場 小野 次郎 浦河 大柳ファーム 442± 0 〃 ハナ 3．2	
612 シングンゴールド 牡3栗 56 松岡 正海伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 422＋ 41：36．33 13．8

510 ハクサンストリート 牝3鹿 54 石橋 脩河﨑 五市氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 418－ 41：36．61	 39．3�
59 ヨザクラオシチ 牝3栗 54 福永 祐一福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 470－ 21：36．81 53．2�
47 エタニティタイム 牝3栗 54 田辺 裕信福島 祐子氏 黒岩 陽一 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 430－ 61：36．9� 18．0
816 ラブシューペ 牝3青 54 西村 太一増田 陽一氏 大和田 成 新ひだか 松田牧場 428＋ 21：37．0	 116．6�
36 クールドゥブルス 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 6 〃 クビ 6．6�
611 アロングマイハート 牝3鹿 54 北村 宏司 �社台レースホース的場 均 安平 追分ファーム 452 ―1：37．32 44．0�
12 ケイビエント 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438－ 61：37．61	 221．4�

23 マキノアカボリ 牡3鹿 56 江田 照男島宮 萬喜氏 土田 稔 浦河 金成吉田牧場 466＋ 21：38．77 287．8�
714 マイネウェリナ 牝3芦 54 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 タニグチ牧場 B400－ 21：39．65 224．5�
815 ス タ ー シ ア 牝3青 54 蛯名 正義�ターフ・スポート高木 登 新冠 村田牧場 460－ 41：43．6大差 76．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，851，100円 複勝： 53，307，800円 枠連： 21，020，000円
馬連： 70，360，300円 馬単： 40，088，500円 ワイド： 30，647，700円
3連複： 82，353，200円 3連単： 124，640，400円 計： 451，269，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 220円 � 180円 � 190円 枠 連（3－7） 1，000円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 640円 �� 790円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 21，570円

票 数

単勝票数 計 288511 的中 � 27372（5番人気）
複勝票数 計 533078 的中 � 61810（4番人気）� 85229（2番人気）� 73853（3番人気）
枠連票数 計 210200 的中 （3－7） 15622（4番人気）
馬連票数 計 703603 的中 �� 28349（5番人気）
馬単票数 計 400885 的中 �� 7113（16番人気）
ワイド票数 計 306477 的中 �� 11972（5番人気）�� 9382（10番人気）�� 12325（4番人気）
3連複票数 計 823532 的中 ��� 21907（4番人気）
3連単票数 計1246404 的中 ��� 4266（50番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―11．7―11．8―12．0―11．9―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―36．1―47．9―59．9―1：11．8―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモツケマ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ナリタブライアン デビュー 2013．6．23 東京8着

2011．4．23生 牝3鹿 母 ロングアイラッシュ 母母 ナ コ マ 8戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 エタニティタイム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 スターシア号は，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〕 マイネウェリナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月20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 ブラウンネプチュー号・ミヤビホークアイ号・リックダンサー号



09089 4月20日 曇 良 （26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 7，200，000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

56 アールプロセス 牡3鹿 56 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 508＋ 21：54．6 21．6�
45 クロフネフリート 牡3鹿 56 福永 祐一平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 528－ 21：54．81� 8．2�
710 ハイアーレート 牡3黒鹿56 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 クビ 6．5�
44 アスペンツリー 牡3黒鹿56 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 安平 追分ファーム 476＋ 41：54．9� 6．2�
33 ニシノゲンキマル 牡3栗 56 内田 博幸西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 502± 01：55．11� 1．7�
813 オメガグランディス 牡3鹿 56 戸崎 圭太原 	子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 484－ 41：55．31 22．5	
11 デグニティクローズ 牡3鹿 56 岩田 康誠
ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508＋ 61：55．61
 87．9�
69 チ ャ オ 牡3芦 56 北村 宏司 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 460－121：56．02� 33．5�
711 コスモラヴモア 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 478＋ 2 〃 アタマ 95．1
22 ミスウインストン 牝3黒鹿54 石橋 脩小林 祥晃氏 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 488＋ 81：56．53 67．7�
68 タマモマズルカ 牡3黒鹿56 蛯名 正義タマモ
 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 508－ 21：57．13� 43．8�
812 ウイングラビティ 牡3鹿 56 松岡 正海
ウイン 武市 康男 新ひだか 城地 清満 B474＋ 61：58．710 183．3�
57 � ナデシコスピリッツ 牝3青 54 後藤 浩輝�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか 村上牧場 464± 01：59．65 45．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 42，066，500円 複勝： 69，412，800円 枠連： 18，465，400円
馬連： 72，722，800円 馬単： 48，902，800円 ワイド： 33，764，500円
3連複： 90，643，900円 3連単： 166，116，800円 計： 542，095，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，160円 複 勝 � 520円 � 250円 � 250円 枠 連（4－5） 2，030円

馬 連 �� 4，540円 馬 単 �� 13，080円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 1，750円 �� 820円

3 連 複 ��� 10，510円 3 連 単 ��� 96，840円

票 数

単勝票数 計 420665 的中 � 15413（5番人気）
複勝票数 計 694128 的中 � 30696（6番人気）� 81203（3番人気）� 80170（4番人気）
枠連票数 計 184654 的中 （4－5） 6744（7番人気）
馬連票数 計 727228 的中 �� 11845（17番人気）
馬単票数 計 489028 的中 �� 2760（36番人気）
ワイド票数 計 337645 的中 �� 6093（15番人気）�� 4662（22番人気）�� 10512（8番人気）
3連複票数 計 906439 的中 ��� 6370（38番人気）
3連単票数 計1661168 的中 ��� 1266（258番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．0―13．8―13．2―12．2―12．4―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．2―51．0―1：04．2―1：16．4―1：28．8―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アールプロセス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Private Account デビュー 2013．11．17 東京8着

2011．3．26生 牡3鹿 母 マチカネハツシマダ 母母 Yousefia 3戦2勝 賞金 12，200，000円

09090 4月20日 曇 良 （26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 7，500，000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

813 エトルアンフルール 牝4栗 55 北村 宏司村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 474＋ 41：12．8 6．2�
68 オ リ ア ー ナ 牝4青鹿55 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 486＋ 21：12．9� 8．9�
33 � プレミアムゴールド 牡5栗 57 福永 祐一中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 486＋ 21：13．0� 11．5�
56 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 468＋ 61：13．21� 20．2�
44 � ニュアージゲラン 牝5鹿 55 吉田 豊白井 岳氏 大久保洋吉 日高 碧雲牧場 464＋ 6 〃 ハナ 16．4�
710 ドリームジェダイ 牡5栗 57 戸崎 圭太セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 片岡 博 B480－ 4 〃 ハナ 2．0	
11 � ショウナンハヤブサ 牡5栗 57 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 B512－ 21：13．52 7．5

45 フランスギャル 牝5黒鹿55 柴田 大知菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 B472－ 4 〃 ハナ 50．4�
57 � ラヴィーズバード 牝5鹿 55 内田 博幸藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 B444＋121：13．71� 11．2�
812 ラ ド ゥ ガ 牝4鹿 55 的場 勇人石川 幸司氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 442± 0 〃 クビ 71．3
711 クリーンオトコギ 牡4栗 57 松岡 正海石橋 和夫氏 清水 英克 様似 猿倉牧場 456＋ 21：13．91� 97．8�
22 フェアリーガーデン 牝5鹿 55

52 ▲井上 敏樹田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 B454± 01：14．0� 69．5�
69 ラッキーストリーク 牡4鹿 57 武士沢友治藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 450＋ 21：14．32 270．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，916，900円 複勝： 49，973，100円 枠連： 17，662，800円
馬連： 69，741，200円 馬単： 42，923，500円 ワイド： 31，115，600円
3連複： 85，726，500円 3連単： 152，786，800円 計： 481，846，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 260円 � 280円 枠 連（6－8） 2，930円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 5，320円

ワ イ ド �� 990円 �� 960円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 6，980円 3 連 単 ��� 38，370円

票 数

単勝票数 計 319169 的中 � 40941（2番人気）
複勝票数 計 499731 的中 � 84963（2番人気）� 49652（4番人気）� 42678（5番人気）
枠連票数 計 176628 的中 （6－8） 4464（15番人気）
馬連票数 計 697412 的中 �� 17379（10番人気）
馬単票数 計 429235 的中 �� 5957（17番人気）
ワイド票数 計 311156 的中 �� 7835（12番人気）�� 8067（10番人気）�� 6250（16番人気）
3連複票数 計 857265 的中 ��� 9069（25番人気）
3連単票数 計1527868 的中 ��� 2939（117番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．0―12．2―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．7―35．7―47．9―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エトルアンフルール �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．9．30 中山2着

2010．4．28生 牝4栗 母 ベルベットイーグル 母母 ス リ ー エ フ 16戦2勝 賞金 26，670，000円
〔制裁〕 プレミアムゴールド号の騎手福永祐一は，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30，000円。（被害馬：1

番・11番）



09091 4月20日 曇 良 （26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 7，500，000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

814� エターナルヒーロー 	4黒鹿57 浜中 俊岡田 牧雄氏 木村 哲也 むかわ 東振牧場 452＋ 61：55．4 7．0�
46 メジャープレゼンス 牡4栗 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 532＋241：55．5
 40．9�
11 ニューハウン 牡4鹿 57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 526－ 61：55．6クビ 17．3�
610 ナムラショウリ 牡4鹿 57 田辺 裕信奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 458＋ 4 〃 クビ 4．5�
47 フレンドワン 牡5黒鹿57 田中 勝春戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 482－ 21：55．7クビ 47．6	
34 モンプレジール 牡4鹿 57 北村 宏司平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 456± 01：55．8� 6．9

22 マイネルパイレーツ 牡4栗 57 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 500± 01：56．12 3．6�

（独）

611 ジオメトリー 牡4栗 57 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 B496＋ 21：56．2クビ 20．8�
713 マイネルソウル 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 B502＋ 6 〃 ハナ 55．4
59 ヴィアレーギア 牡4黒鹿57 吉田 豊伊達 敏明氏 高橋 文雅 日高 サンシャイン

牧場 536± 0 〃 アタマ 31．5�
23 デルマカマイタチ 牡4黒鹿57 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B488＋ 21：56．41� 240．8�
58 ロバーストナカヤマ 牡4黒鹿57 後藤 浩輝�中山牧場 牧 光二 浦河 中山牧場 526± 01：56．5
 4．5�
815� クリノタイコウ 牡5鹿 57 西村 太一栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 中村 雅明 450－ 21：56．92
 542．4�
712 リライブナカヤマ 牡4鹿 57 福永 祐一�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 B454－ 61：57．0
 31．1�
35  ワイドクロス 牡5栃栗57 江田 照男幅田 昌伸氏 武井 亮 米 Joan Hadley

Thoroughbreds 488－ 6 〃 アタマ 147．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，455，200円 複勝： 60，960，600円 枠連： 20，544，600円
馬連： 79，098，400円 馬単： 44，000，300円 ワイド： 33，895，800円
3連複： 96，818，000円 3連単： 157，635，300円 計： 522，408，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 290円 � 1，190円 � 610円 枠 連（4－8） 7，100円

馬 連 �� 13，470円 馬 単 �� 26，860円

ワ イ ド �� 4，440円 �� 2，400円 �� 8，020円

3 連 複 ��� 82，320円 3 連 単 ��� 444，030円

票 数

単勝票数 計 294552 的中 � 33302（5番人気）
複勝票数 計 609606 的中 � 62672（5番人気）� 12225（10番人気）� 25462（7番人気）
枠連票数 計 205446 的中 （4－8） 2137（27番人気）
馬連票数 計 790984 的中 �� 4335（41番人気）
馬単票数 計 440003 的中 �� 1209（77番人気）
ワイド票数 計 338958 的中 �� 1874（45番人気）�� 3523（29番人気）�� 1030（58番人気）
3連複票数 計 968180 的中 ��� 868（163番人気）
3連単票数 計1576353 的中 ��� 262（858番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―13．7―13．0―12．7―12．7―12．5―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―38．8―51．8―1：04．5―1：17．2―1：29．7―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�エターナルヒーロー �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ダンシングブレーヴ

2010．5．4生 	4黒鹿 母 エイダイヒロイン 母母 ユキノサンライズ 13戦1勝 賞金 19，550，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ロバーストナカヤマ号の騎手後藤浩輝は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金10，000円。
フレンドワン号の騎手田中勝春は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

※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。

09092 4月20日 曇 良 （26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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

810 トキノゲンジ 牡6鹿 57 武 豊中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 502－121：08．9 5．8�
44 ファントムロード 牡6鹿 57 戸崎 圭太�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 492± 01：09．0� 1．6�
22 ベストブルーム 牡7鹿 57 田辺 裕信横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 468＋ 21：09．31	 17．6�
67 エクセレントピーク 牝6鹿 55 柴田 大知飯田 正剛氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 484± 01：09．4	 9．6�
79 キネオリュウセイ 牡4黒鹿57 北村 宏司吉田 千津氏 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 458－101：09．5クビ 31．7�
66 エ ネ ア ド 牡5鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446± 0 〃 クビ 9．7	
33 フリーアズアバード 
6鹿 57 西村 太一 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B478＋ 81：09．6クビ 16．1�
811� レディオスソープ 牝6栗 55 A．シュタルケ 大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 494＋ 4 〃 同着 39．2�

（独）

11 ヒ ー ラ 牝5鹿 55 内田 博幸平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 418± 01：09．81� 26．7
78 � クリノロッキー 牡4栗 57 的場 勇人栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 ヤナガワ牧場 498－ 21：09．9	 181．7�
55 ワンツーステップ 牝4芦 55 田中 勝春佐々木政充氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 442－ 21：10．0クビ 63．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，703，700円 複勝： 72，751，200円 枠連： 20，285，600円
馬連： 84，745，700円 馬単： 61，052，500円 ワイド： 36，874，600円
3連複： 97，587，200円 3連単： 229，365，400円 計： 643，365，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 140円 � 110円 � 240円 枠 連（4－8） 350円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 210円 �� 600円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 8，790円

票 数

単勝票数 計 407037 的中 � 55965（2番人気）
複勝票数 計 727512 的中 � 106399（2番人気）� 341243（1番人気）� 44114（6番人気）
枠連票数 計 202856 的中 （4－8） 43004（2番人気）
馬連票数 計 847457 的中 �� 154284（1番人気）
馬単票数 計 610525 的中 �� 35386（5番人気）
ワイド票数 計 368746 的中 �� 53773（1番人気）�� 13107（6番人気）�� 24715（4番人気）
3連複票数 計 975872 的中 ��� 52307（4番人気）
3連単票数 計2293654 的中 ��� 19276（27番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―11．5―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―45．7―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．7
3 1，7，11，2，4，5，10（3，8）9，6 4 ・（1，7）11，2，4（5，3，10）9，8，6

勝馬の
紹 介

トキノゲンジ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 アーミジャー デビュー 2010．7．25 小倉3着

2008．4．3生 牡6鹿 母 オータムリーフ 母母 オグラトウシヨウ 29戦3勝 賞金 65，738，000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。



09093 4月20日 曇 良 （26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，25．4．13以降26．4．13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
1：58．0
1：56．1

良
良

712 マイネルミラノ 牡4栗 55 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 B472－ 82：00．3 2．1�

813 マ グ メ ル 牡5鹿 55 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B462－ 42：01．25 27．3�
58 リルバイリル �6鹿 56 後藤 浩輝小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 482＋ 22：01．41� 12．7�
11 リボントリコロール 牝4芦 55 横山 典弘 �グリーンファーム菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 442－ 4 〃 クビ 5．6�
34 マイネルシュライ 牡6青 56 戸崎 圭太 �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 B490＋ 2 〃 ハナ 6．3	

711	 ユウターウェーヴ 牡7栗 52 江田 照男北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 488－ 42：01．5クビ 212．7

22 コスモユウチャン 牡5鹿 54 A．シュタルケ �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 中村 和夫 472± 0 〃 クビ 32．4�

（独）

610 ブランクヴァース 牡5黒鹿56 蛯名 正義 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム 498－ 8 〃 ハナ 6．6�
814 ネコタイショウ 牡4鹿 53 武 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 446＋ 42：01．71� 20．3
33 アースガルド 牡7鹿 53 石橋 脩 �キャロットファーム 勢司 和浩 むかわ 市川牧場 480－ 22：01．8クビ 112．8�
45 オメガユニコーン 牡4黒鹿54 北村 宏司原 
子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 クビ 32．8�
69 トーセンヤマト 牡4栗 54 田中 勝春島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 土田農場 522－ 22：02．11� 22．8�
46 ゴーゴーヒュウガ 牡6鹿 53 的場 勇人永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 北海道静内農業高等学校 B458－ 82：02．41� 296．4�
57 	 アルティスト 牡7鹿 54 柴田 善臣塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 486± 02：02．5クビ 106．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 47，649，800円 複勝： 80，789，500円 枠連： 27，030，900円
馬連： 128，709，600円 馬単： 72，025，900円 ワイド： 51，093，300円
3連複： 155，239，600円 3連単： 286，515，300円 計： 849，053，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 150円 � 470円 � 270円 枠 連（7－8） 1，270円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 920円 �� 660円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 7，970円 3 連 単 ��� 31，480円

票 数

単勝票数 計 476498 的中 � 179911（1番人気）
複勝票数 計 807895 的中 � 194177（1番人気）� 35295（6番人気）� 72635（5番人気）
枠連票数 計 270309 的中 （7－8） 15806（5番人気）
馬連票数 計1287096 的中 �� 36940（11番人気）
馬単票数 計 720259 的中 �� 15154（13番人気）
ワイド票数 計 510933 的中 �� 13850（10番人気）�� 20075（7番人気）�� 5132（30番人気）
3連複票数 計1552396 的中 ��� 14378（25番人気）
3連単票数 計2865153 的中 ��� 6718（99番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．5―12．5―12．6―12．3―11．2―11．2―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．3―48．8―1：01．4―1：13．7―1：24．9―1：36．1―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

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4栗 母 パールバーリー 母母 Pearl Kite 16戦3勝 賞金 34，601，000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20日 曇 良 （26中山3）第8日 第10競走
最強の荒武者

��
��1，200�オルフェーヴルカップ

発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，25．4．13以降26．4．13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 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

712� サウンドガガ 牝5黒鹿52 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 米
Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

494＋ 21：10．4 5．9�
57 ダッシャーワン 牡6栗 55 戸崎 圭太芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 506＋ 41：10．82� 4．5�
711 アビリティラヴ 牡4鹿 55 柴田 善臣本間 充氏 本間 忍 浦河 田中スタッド 486± 01：10．9クビ 3．0�
34 マルカバッケン 牡7鹿 57．5 横山 典弘河長産業� 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 490± 0 〃 アタマ 15．8�
69 シセイオウジ 牡7栗 55 田中 勝春猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 464－ 81：11．0	 9．7�
22 トウショウカズン 牡7鹿 56 浜中 俊トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 526－ 41：11．1� 27．9	
46 フィールドシャイン 牡7栗 53 内田 博幸地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 アタマ 52．7

33 � ヘニーハウンド 牡6栗 55 後藤 浩輝林 正道氏 矢作 芳人 米 Gulf Coast

Farms, LLC 502－ 2 〃 ハナ 21．4�
11 メイショウツチヤマ 牡7鹿 53 岩田 康誠松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 490＋ 21：11．31� 98．3�
813 デュアルスウォード 牡6黒鹿55 北村 宏司 サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：11．62 7．2�
45 キクノストーム 牡5鹿 54 柴田 大知菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 488－ 61：11．7クビ 17．9�
814 コレクターアイテム 牝4黒鹿52 松岡 正海�G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 476－ 41：12．12� 28．9�
58 
 レジェトウショウ 牝8栗 51 江田 照男トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476＋ 61：12．31� 192．3�
610� アーリーデイズ �7鹿 54 A．シュタルケ 加藤 守氏 中竹 和也 米 George

Pruette 460－ 81：12．4クビ 85．9�
（独）

（14頭）

売 得 金
単勝： 60，301，200円 複勝： 91，699，500円 枠連： 39，784，500円
馬連： 190，742，200円 馬単： 96，241，700円 ワイド： 64，936，600円
3連複： 213，150，500円 3連単： 385，378，100円 計： 1，142，234，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 150円 � 130円 枠 連（5－7） 430円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 520円 �� 390円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 9，710円

票 数

単勝票数 計 603012 的中 � 81653（3番人気）
複勝票数 計 916995 的中 � 111021（3番人気）� 160816（2番人気）� 220080（1番人気）
枠連票数 計 397845 的中 （5－7） 68718（1番人気）
馬連票数 計1907422 的中 �� 101151（4番人気）
馬単票数 計 962417 的中 �� 21957（11番人気）
ワイド票数 計 649366 的中 �� 28426（4番人気）�� 41028（2番人気）�� 66432（1番人気）
3連複票数 計2131505 的中 ��� 125067（1番人気）
3連単票数 計3853781 的中 ��� 29304（16番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．5―11．8―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．7―46．5―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サウンドガガ �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Phone Trick デビュー 2011．12．24 阪神6着

2009．5．3生 牝5黒鹿 母 Whistle Call 母母 Find Happiness 17戦6勝 賞金 76，341，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。

２レース目



09095 4月20日 曇 良 （26中山3）第8日 第11競走
JRA60周年記念

��
��2，000�第74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 31，402，000円 8，972，000円 4，486，000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

1：58．0
1：56．1
1：58．0

良
良
良

12 イスラボニータ 牡3黒鹿57 蛯名 正義 �社台レースホース栗田 博憲 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462± 01：59．6 5．1�

817 トゥザワールド 牡3鹿 57 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510－ 81：59．81� 3．5�
818 ウインフルブルーム 牡3栗 57 柴田 大知�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 21：59．9	 24．9�
11 ワンアンドオンリー 牡3黒鹿57 横山 典弘前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 6 〃 アタマ 6．7�
48 ステファノス 牡3鹿 57 後藤 浩輝 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468± 02：00．0	 99．7	
816
 アジアエクスプレス 牡3栗 57 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Ocala Stud 524－ 4 〃 ハナ 7．5

510 ベルキャニオン 牡3鹿 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476± 02：00．1� 61．5�
23 クラリティシチー 牡3鹿 57 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 476＋ 2 〃 ハナ 47．7�
36 アドマイヤデウス 牡3栗 57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 464－ 62：00．2� 19．7
611 ロサギガンティア 牡3青 57 柴田 善臣 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 528± 0 〃 アタマ 11．6�
47 トーセンスターダム 牡3黒鹿57 武 豊島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 486－ 42：00．3クビ 5．4�
714 バウンスシャッセ 牝3鹿 55 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 518＋ 2 〃 同着 53．3�
715 コウエイワンマン 牡3黒鹿57 松岡 正海西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 530± 02：00．51� 316．2�
59 スズカデヴィアス 牡3黒鹿57 A．シュタルケ 永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 486± 0 〃 ハナ 75．8�

（独）

713 キングズオブザサン 牡3芦 57 浜中 俊 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 464－ 62：00．82 53．0�
35 アデイインザライフ 牡3鹿 57 田辺 裕信池谷 誠一氏 鈴木 康弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540－ 42：01．22	 45．0�
612 タガノグランパ 牡3鹿 57 石橋 脩八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468－ 42：01．3クビ 126．8�
24 クリノカンパニー 牡3鹿 57 江田 照男栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 三輪牧場 472－ 82：03．7大差 259．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 667，209，400円 複勝： 852，579，300円 枠連： 673，159，200円 馬連： 2，827，110，500円 馬単： 1，200，690，800円
ワイド： 774，030，400円 3連複： 3，453，033，200円 3連単： 6，982，243，200円 5重勝： 690，274，800円 計： 18，120，330，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 150円 � 470円 枠 連（1－8） 330円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，990円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 7，690円 3 連 単 ��� 33，490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����� 3，396，160円

票 数

単勝票数 計6672094 的中 � 1037190（2番人気）
複勝票数 計8525793 的中 � 1244592（2番人気）� 1994760（1番人気）� 343280（8番人気）
枠連票数 計6731592 的中 （1－8）1506130（1番人気）
馬連票数 計28271105 的中 �� 2403477（1番人気）
馬単票数 計12006908 的中 �� 466792（2番人気）
ワイド票数 計7740304 的中 �� 546105（1番人気）�� 89510（25番人気）�� 145588（14番人気）
3連複票数 計34530332 的中 ��� 331795（22番人気）
3連単票数 計69822432 的中 ��� 153880（98番人気）
5重勝票数 計6902748 的中 ����� 150

ハロンタイム 12．3―11．4―11．9―11．9―12．7―12．1―12．0―11．6―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．7―35．6―47．5―1：00．2―1：12．3―1：24．3―1：35．9―1：47．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イスラボニータ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Cozzene デビュー 2013．6．2 東京1着

2011．5．21生 牡3黒鹿 母 イスラコジーン 母母 Isla Mujeres 6戦5勝 賞金 232，921，000円
〔制裁〕 バウンスシャッセ号の騎手北村宏司は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：13番・12番・11

番・4番）
ウインフルブルーム号の騎手柴田大知は，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）によりイスラボニータ号・トゥザワールド号・ウインフルブルーム号・ワンアンドオンリー号は，
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20日 曇 良 （26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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

812 ア ー デ ン ト 牡5芦 57 武 豊 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋121：34．0 11．0�

44 ホーカーテンペスト 牡5栗 57 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：34．21� 3．1�
11 	 シベリアンスパーブ 牡5鹿 57 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 496＋ 2 〃 ハナ 10．4�
56 フラアンジェリコ 牡6栗 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 506－ 61：34．3
 5．5�
55 サトノネプチューン 牡4鹿 57 福永 祐一里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 ハナ 4．6�
67 カフェリュウジン 牡4鹿 57 柴田 大知西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 526＋ 21：34．4� 20．1	
33 ア ラ フ ネ 牝5栗 55 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 460－ 21：34．93 88．5

22 メイショウスザンナ 牝5鹿 55 内田 博幸松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 462＋ 2 〃 クビ 8．3�
79 オメガキングティー 牡4鹿 57 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464－ 61：35．0クビ 18．4
68 ジーニマジック 牝4鹿 55 田中 勝春田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 476＋ 4 〃 クビ 37．1�
710 キッズニゴウハン 牡6栗 57 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 アタマ 12．0�
811 トーホウプリンセス 牝7栗 55 江田 照男東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社

吉田ファーム 502＋ 21：36．27 116．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 89，748，300円 複勝： 138，723，600円 枠連： 60，338，600円
馬連： 253，957，300円 馬単： 132，621，600円 ワイド： 95，043，300円
3連複： 299，888，100円 3連単： 621，678，600円 計： 1，691，999，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 350円 � 140円 � 310円 枠 連（4－8） 1，900円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 880円 �� 2，170円 �� 710円

3 連 複 ��� 8，660円 3 連 単 ��� 59，140円

票 数

単勝票数 計 897483 的中 � 64530（6番人気）
複勝票数 計1387236 的中 � 84828（7番人気）� 353139（1番人気）� 101801（6番人気）
枠連票数 計 603386 的中 （4－8） 23495（9番人気）
馬連票数 計2539573 的中 �� 84222（8番人気）
馬単票数 計1326216 的中 �� 19294（22番人気）
ワイド票数 計 950433 的中 �� 26961（9番人気）�� 10323（31番人気）�� 34208（6番人気）
3連複票数 計2998881 的中 ��� 25566（31番人気）
3連単票数 計6216786 的中 ��� 7758（209番人気）

ハロンタイム 13．1―11．3―11．1―11．4―11．5―11．7―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．4―35．5―46．9―58．4―1：10．1―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．6

3 12－5＝（1，2）（8，7）4，6（3，11）（9，10）
2
4

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

勝馬の
紹 介

ア ー デ ン ト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kaldoun デビュー 2011．7．31 函館2着

2009．1．20生 牡5芦 母 グレイトフィーヴァー 母母 My Great Hope 18戦4勝 賞金 80，492，000円

５レース目



（26中山3）第8日 4月20日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

393，370，000円
2，080，000円
5，660，000円
46，700，000円
36，630，000円
68，034，000円
5，190，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
1，124，164，000円
1，661，471，900円
950，922，300円
3，946，488，500円
1，867，296，500円
1，236，902，500円
4，792，024，300円
9，500，786，200円
690，274，800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
5 重 勝
計 25，770，331，000円

総入場人員 57，084名 （有料入場人員 52，926名）



平成26年度 第3回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，425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

2，128，830，000円
8，320，000円
48，940，000円
60，310，000円
195，830，000円
555，467，000円
41，465，200円
13，680，000円

勝馬投票券売得金
4，250，991，000円
7，220，908，100円
3，114，359，600円
12，633，058，700円
6，805，271，000円
4，773，356，500円
15，967，964，500円
29，806，638，600円
1，430，169，400円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 86，002，717，400円

総入場延人員 221，002名 （有料入場延人員 201，316名）
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