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09073 4月13日 晴 稍重 （31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

48 クリスタルアワード 牝3青鹿54 三浦 皇成 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 21：12．2 2．7�

713 レディグレイ 牝3黒鹿54 石橋 脩 �キャロットファーム 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 41：12．41� 4．1�

36 セイドアモール 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ

アーム 474－ 41：12．5� 9．2�
35 カフェドラペ 牝3青鹿54 戸崎 圭太吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 450＋ 41：12．71 5．5�
12 キアレッツァ 牝3黒鹿54 石川裕紀人 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 426＋ 61：12．91� 15．4	
714 インオンザレイク 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎中村 祐子氏 中舘 英二 新冠 富本 茂喜 476＋181：13．75 71．0

59 コ ー ラ ル 牝3青鹿54 吉田 豊鈴木美江子氏 田島 俊明 新冠 新冠橋本牧場 426－ 81：13．8� 251．9�
816 シ ッ ト リ 牝3鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 488＋ 4 〃 ハナ 51．6�
24 パルセイティング 牝3鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 山下 恭茂 430－ 2 〃 クビ 7．9
11 ウエスタンカッター 牝3黒鹿54 蛯名 正義山本弥恵子氏 田中 剛 新ひだか ウエスタンファーム 424－ 61：13．9� 17．2�
611 デルママドレーヌ 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良浅沼 廣幸氏 武井 亮 日高 ファニーヒルファーム 444＋ 21：14．43 177．3�
47 トーアピッコロ 牝3鹿 54 田辺 裕信高山ランド� 小島 茂之 豊浦トーア牧場 452 ―1：14．93 60．9�
815 チタノブーケ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行中村 光利氏 高市 圭二 新冠 アラキフアーム 420－101：15．0クビ 40．6�
510 キタノローズ 牝3鹿 54 武士沢友治北所 直人氏 天間 昭一 新冠 アラキフアーム 424＋ 41：15．1� 325．0�
612 リネンアリス 牝3黒鹿54 岩部 純二戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 小倉 光博 400＋ 61：15．31� 153．4�
23 ア イ ニ イ 牝3鹿 54 柴田 善臣 �静内白井牧場 大江原 哲 新ひだか 静内白井牧場 438－ 21：16．15 56．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，474，400円 複勝： 41，039，800円 枠連： 12，248，700円
馬連： 53，622，500円 馬単： 25，997，600円 ワイド： 38，343，900円
3連複： 73，864，200円 3連単： 93，253，000円 計： 363，844，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 180円 � 270円 枠 連（4－7） 810円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 390円 �� 500円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 10，310円

票 数

単勝票数 計 254744 的中 � 73013（1番人気）
複勝票数 計 410398 的中 � 105998（1番人気）� 56412（4番人気）� 29633（5番人気）
枠連票数 計 122487 的中 （4－7） 11595（3番人気）
馬連票数 計 536225 的中 �� 46846（3番人気）
馬単票数 計 259976 的中 �� 12447（4番人気）
ワイド票数 計 383439 的中 �� 26860（3番人気）�� 19713（5番人気）�� 11057（10番人気）
3連複票数 計 738642 的中 ��� 23753（6番人気）
3連単票数 計 932530 的中 ��� 6557（23番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．5―12．5―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．1―46．6―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリスタルアワード �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．10．27 東京3着

2016．3．24生 牝3青鹿 母 ルーシーショー 母母 タガノヴィヴィアン 7戦1勝 賞金 12，850，000円
〔3走成績による出走制限〕 キタノローズ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6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。
（非抽選馬） 3頭 アイアンゾーン号・クリノリトルスター号・フェアリースキップ号

09074 4月13日 晴 稍重 （31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

710 サクラルーフェン 牡3黒鹿56 石橋 脩�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 452＋ 61：55．5 1．7�
812 マイネルイヴィンス 牡3栗 56 柴田 大知 �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 512＋ 41：56．03 4．3�
79 ベルウッドカザン 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 488＋ 41：56．32 64．3�
55 サンニューヨーカー 牡3黒鹿56 松岡 正海 �加藤ステーブル 斎藤 誠 浦河 栄進牧場 544＋121：56．4� 18．9�
11 ケイティクラウン �3栗 56

54 △野中悠太郎瀧本 和義氏 清水 英克 日高 中館牧場 B480± 01：56．71� 23．8�
44 ショウナンタイヨウ 牡3青鹿56 内田 博幸国本 哲秀氏 矢野 英一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B502－ 21：57．55 5．7	
68 コ ー ヴ 牝3青鹿54 武士沢友治
三嶋牧場 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 438＋ 11：57．82 337．9�
22 ゴールデンヘイロー 牡3栗 56 戸崎 圭太�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム B470± 01：58．86 15．3�
56 フェイスフルベン 牡3鹿 56 田辺 裕信石瀬 浩三氏 大竹 正博 日高 いとう牧場 B490± 01：59．01� 29．8
811 ラインリンクス 牡3鹿 56 三浦 皇成大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 土田農場 496± 02：00．9大差 18．2�
67 ゴールドヒューズ �3鹿 56 江田 照男藤田 孟司氏 的場 均 新冠 川上牧場 490± 02：02．17 212．9�
33 シ ロ ボ シ 牡3黒鹿56 原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 沖田牧場 450－ 22：02．3� 474．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，470，200円 複勝： 90，346，600円 枠連： 11，763，300円
馬連： 48，323，800円 馬単： 31，842，300円 ワイド： 34，240，000円
3連複： 66，864，000円 3連単： 116，602，800円 計： 425，453，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 920円 枠 連（7－8） 250円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 370円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，480円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 8，240円

票 数

単勝票数 計 254702 的中 � 117009（1番人気）
複勝票数 計 903466 的中 � 655201（1番人気）� 74155（2番人気）� 5355（9番人気）
枠連票数 計 117633 的中 （7－8） 35240（1番人気）
馬連票数 計 483238 的中 �� 133992（1番人気）
馬単票数 計 318423 的中 �� 62967（1番人気）
ワイド票数 計 342400 的中 �� 64187（1番人気）�� 4952（17番人気）�� 2910（24番人気）
3連複票数 計 668640 的中 ��� 13483（11番人気）
3連単票数 計1166028 的中 ��� 10255（25番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．9―12．8―12．3―12．6―12．9―13．6―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．3―50．1―1：02．4―1：15．0―1：27．9―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．5
1
3
2（4，10）－（7，11）（9，12）5，3，8（1，6）・（2，4，10）－12，9（11，5）－7，8－（6，1）－3

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

勝馬の
紹 介

サクラルーフェン �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．1．20 中山3着

2016．4．22生 牡3黒鹿 母 サクラコールミー 母母 サクラユスラウメ 4戦1勝 賞金 9，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラインリンクス号・ゴールドヒューズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月

13日まで平地競走に出走できない。
シロボシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年6月13日まで平地競走に出
走できない。

〔3走成績による出走制限〕 シロボシ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月13日まで平地競走に出走できない。

第３回 中山競馬 第７日



09075 4月13日 晴 稍重 （31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 ベアクアウフ 牡3鹿 56 三浦 皇成ディアレストクラブ� 清水 英克 むかわ 東振牧場 482－ 81：12．7 3．9�
510 ソルパシオン 牡3栗 56 松岡 正海 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 480± 01：12．8� 15．2�
611 マリノリヴィエール 牝3黒鹿54 石川裕紀人�クラウン 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 460＋ 41：12．9� 164．4�
24 ニシノビアンカ 牝3芦 54 内田 博幸西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか ヒサイファーム 460＋ 61：13．32� 25．1�
714 アサクサアンデス 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 ハナ 2．2�
36 マイネルナイペス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム B450－ 21：13．72� 5．1	
713 キ ン ジ ト ー 牡3栗 56

54 △野中悠太郎山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 516＋ 21：13．8� 12．5

612 バイカマロン 牝3栗 54 武士沢友治西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新ひだか ニシケンフアーム 456－10 〃 ハナ 195．6�
816 イデアノオモイ 牝3鹿 54 戸崎 圭太益田 修一氏 柄崎 孝 新ひだか 西川富岡牧場 426－ 2 〃 ハナ 13．5�
23 コスモルシオ 牡3栗 56 石橋 脩 ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 506＋ 2 〃 ハナ 29．3�
11 イ ジ ェ ン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行ミルファーム 大和田 成 新冠 坂元 芳春 494－ 21：13．9クビ 60．9�
815 バームクーヘン 牝3鹿 54 菅原 隆一ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 466＋ 4 〃 クビ 38．5�
48 コ コ ロ コ 牝3栗 54 岩部 純二上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 442－ 41：14．32� 480．1�
35 アイマックス 牡3栗 56 蛯名 正義井上 勇人氏 中野 栄治 新ひだか 松田牧場 B432－ 61：15．57 246．4�
47 ヨ ウ コ ウ 牡3鹿 56 原田 和真中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 458－101：18．5大差 523．9�
59 チリカラチリトト 牝3黒鹿54 大野 拓弥橘 倍男氏 高橋 義博 日高 戸川牧場 426－ 81：18．6� 349．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，031，200円 複勝： 38，876，600円 枠連： 14，191，800円
馬連： 52，740，600円 馬単： 27，244，200円 ワイド： 36，896，800円
3連複： 72，787，700円 3連単： 96，344，200円 計： 367，113，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 490円 � 3，100円 枠 連（1－5） 2，880円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 4，890円

ワ イ ド �� 990円 �� 11，130円 �� 37，050円

3 連 複 ��� 171，660円 3 連 単 ��� 563，300円

票 数

単勝票数 計 280312 的中 � 57107（2番人気）
複勝票数 計 388766 的中 � 72189（2番人気）� 19043（7番人気）� 2602（11番人気）
枠連票数 計 141918 的中 （1－5） 3812（11番人気）
馬連票数 計 527406 的中 �� 14009（8番人気）
馬単票数 計 272442 的中 �� 4177（14番人気）
ワイド票数 計 368968 的中 �� 10034（10番人気）�� 836（46番人気）�� 250（75番人気）
3連複票数 計 727877 的中 ��� 318（144番人気）
3連単票数 計 963442 的中 ��� 124（655番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．7―12．3―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．1―47．4―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベアクアウフ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ウォーニング デビュー 2018．12．28 中山4着

2016．3．31生 牡3鹿 母 エイダイマリア 母母 ユキノサンライズ 3戦1勝 賞金 6，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チリカラチリトト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月13日まで平地競

走に出走できない。
ヨウコウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年6月13日まで平地競走に出
走できない。

〔3走成績による出走制限〕 ココロコ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 テイエムイブシギン号

09076 4月13日 晴 稍重 （31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

56 リワードアンヴァル 牡3栗 56 三浦 皇成宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード 496＋ 21：53．3 1．1�

67 カセノウィナー 牡3栗 56 内田 博幸平川 進氏 土田 稔 新冠 村上 雅規 488－ 41：54．25 14．0�
68 ボヘミアラプソディ 牡3鹿 56 田辺 裕信平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B472＋ 21：56．5大差 12．7�
812 フライクーゲル 牡3鹿 56 柴田 大知水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 474－ 41：56．6クビ 30．2�
22 ヤサカリベルテ 牡3栗 56 柴田 善臣志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 B452－ 21：56．81� 62．7�
79 ト ゥ ル ボ ー 牡3栗 56 石橋 脩�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ B486＋ 21：57．11� 10．4	
55 シゲルブドウセキ 牡3栗 56 江田 照男森中 蕃氏 高橋 裕 浦河 王蔵牧場 464－ 21：57．63 157．6

710 アレスグーテ 牡3鹿 56 松岡 正海 �カナヤマホール

ディングス 竹内 正洋 新ひだか 中田 英樹 488＋ 61：58．45 34．1�
811 ジムマシーン 牡3栗 56

54 △野中悠太郎臼井義太郎氏 清水 英克 新冠 細川農場 496＋ 81：59．25 368．0�
11 アッチャイオ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 442＋ 41：59．3� 21．4
44 オ ニ カ ゲ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行石田 宏氏 田中 清隆 日高 坪田 信作 B480＋162：00．89 152．4�

（11頭）
33 サクラパルジファル 牡3黒鹿56 横山 典弘�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 524 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 31，743，000円 複勝： 117，076，300円 枠連： 8，702，600円
馬連： 34，877，900円 馬単： 25，451，700円 ワイド： 28，353，500円
3連複： 38，044，500円 3連単： 78，736，600円 計： 362，986，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 150円 � 140円 枠 連（5－6） 250円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 180円 �� 210円 �� 600円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 1，720円

票 数

単勝票数 差引計 317430（返還計 51421） 的中 � 219501（1番人気）
複勝票数 差引計1170763（返還計 71669） 的中 � 960272（1番人気）� 44945（4番人気）� 46171（3番人気）
枠連票数 差引計 87026（返還計 35420） 的中 （5－6） 26741（1番人気）
馬連票数 差引計 348779（返還計134451） 的中 �� 62338（2番人気）
馬単票数 差引計 254517（返還計 98950） 的中 �� 40033（2番人気）
ワイド票数 差引計 283535（返還計 92579） 的中 �� 47572（1番人気）�� 36390（3番人気）�� 9286（10番人気）
3連複票数 差引計 380445（返還計254185） 的中 ��� 37239（3番人気）
3連単票数 差引計 787366（返還計547458） 的中 ��� 33086（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．4―38．5―51．4―1：03．7―1：16．0―1：28．3―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リワードアンヴァル �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 オペラハウス デビュー 2018．7．29 札幌8着

2016．4．20生 牡3栗 母 リワードエンプレス 母母 リワードピジョン 7戦1勝 賞金 10，850，000円
〔競走除外〕 サクラパルジファル号は，馬場入場後に疾病〔外傷性鼻出血〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔発走状況〕 ジムマシーン号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アレスグーテ号・ジムマシーン号・アッチャイオ号・オニカゲ号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成31年5月13日まで平地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ジムマシーン号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月13日まで平地競走に出走できな

い。
※アレスグーテ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09077 4月13日 晴 良 （31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
1：57．8
1：56．1

良
良

611 チェサピークベイ 牡3芦 56 三浦 皇成吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 484＋ 62：01．8 2．9�
612� エンシュラウド 牡3芦 56 蛯名 正義ゴドルフィン 藤沢 和雄 英 Mark Johnston

Racing Ltd 476－ 42：02．11� 2．2�
48 イフユーワナ 牡3鹿 56 内田 博幸山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 下屋敷牧場 496＋ 22：02．52� 9．6�
24 ゲットリズム 牡3鹿 56 川須 栄彦ジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B502－ 22：02．82 38．1�
816 ドリームリッチ 牡3鹿 56 戸崎 圭太宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 432－12 〃 クビ 42．9�
713 シックガニアン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ブルースターズファーム 黒岩 陽一 浦河 山田牧場 454± 02：03．01� 98．0	
815 ゴーアブロード 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良
ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 496＋ 22：03．31� 285．6�
35 ラヴアフェアー 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎吉田 和子氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 404－ 6 〃 クビ 22．9�

59 カルダングリル 牝3栗 54 石橋 脩吉田 千津氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 384＋ 42：03．51� 21．2
12 � コスモムーンボウ 牡3黒鹿54 柴田 未崎 
ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 豪

Desharon Blood-
stock, Stable-
board Bloodstock

448＋ 22：03．71� 361．2�
11 スマイルワールド 牝3鹿 54 田辺 裕信吉田 安惠氏 和田 勇介 安平 追分ファーム 410－ 22：03．8クビ 13．2�
714 ゴーゴーナカヤマ 牡3青鹿56 嘉藤 貴行
中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 486＋ 22：03．9� 91．5�
36 オスカーティアラ 牝3鹿 54 石川裕紀人森 保彦氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 466－ 42：04．0� 158．8�
47 デルマヴォージュ 牡3鹿 56 吉田 豊浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 460＋ 62：04．21 382．1�
510 ジユウノメガミ 牝3鹿 54 武士沢友治
ミルファーム 加藤士津八 新冠 大栄牧場 B470＋ 22：04．41� 400．8�
817� ラスベガステソーロ 牡3黒鹿56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Lochlow
Farm 522－ 42：04．72 8．8�

23 ケイツーランド 牝3黒鹿54 松岡 正海楠本 勝美氏 深山 雅史 新ひだか 田中 裕之 432± 02：05．23 514．3�
（17頭）

売 得 金
単勝： 32，916，200円 複勝： 51，802，500円 枠連： 18，069，300円
馬連： 58，971，800円 馬単： 29，588，100円 ワイド： 43，709，200円
3連複： 81，162，100円 3連単： 105，660，600円 計： 421，879，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 110円 � 190円 枠 連（6－6） 340円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 160円 �� 400円 �� 400円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 3，140円

票 数

単勝票数 計 329162 的中 � 88515（2番人気）
複勝票数 計 518025 的中 � 109321（2番人気）� 191296（1番人気）� 40229（4番人気）
枠連票数 計 180693 的中 （6－6） 41175（1番人気）
馬連票数 計 589718 的中 �� 144206（1番人気）
馬単票数 計 295881 的中 �� 30911（2番人気）
ワイド票数 計 437092 的中 �� 87896（1番人気）�� 23744（2番人気）�� 23652（4番人気）
3連複票数 計 811621 的中 ��� 77563（1番人気）
3連単票数 計1056606 的中 ��� 24387（5番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．6―12．4―12．7―12．3―11．7―12．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．6―49．0―1：01．7―1：14．0―1：25．7―1：37．7―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F36．1
1
3
12，8，17（6，3）9（2，4，16）（5，11，13）10－（7，15）14，1
12，13（8，9）（6，17）（3，4，16）2（5，11）（10，14）（7，1，15）

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

勝馬の
紹 介

チェサピークベイ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2018．7．8 福島3着

2016．2．19生 牡3芦 母 フロールデセレッソ 母母 フローリッドコート 6戦1勝 賞金 12，150，000円
〔発走状況〕 ゴーゴーナカヤマ号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻3分遅延。

スマイルワールド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 スマイルワールド号は，発走調教再審査。
〔3走成績による出走制限〕 ケイツーランド号・オスカーティアラ号・デルマヴォージュ号は，「3走成績による出走制限」のため，

平成31年6月13日まで平地競走に出走できない。

09078 4月13日 晴 良 （31中山3）第7日 第6競走 ��1，200�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
1：06．7
1：06．5

良
良

55 � マリアズハート 牝3鹿 54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 米 Sally J.

Andersen 476＋ 41：08．8 10．5�
44 フィルムフェスト 牝3青鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428± 01：08．9� 1．9�
710 ア マ デ ウ ス 牡3黒鹿56 田辺 裕信中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育

成牧場 454－ 8 〃 クビ 7．7�
812 スペキュラース 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 21：09．11� 7．0�
56 モズベイビー 牡3青鹿56 石橋 脩 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 502－ 21：09．31� 7．6	
68 	 ユニバーサルレディ 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎沖田 正憲氏 萱野 浩二 日高 沖田牧場 436－ 8 〃 アタマ 5．3

22 テンモントム 牡3鹿 56 江田 照男 �スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 B446－ 21：09．4クビ 212．9�
67 ヘリンヌリング 牝3青 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 41：09．72 95．0�
811 タイドオブハピネス 牡3黒鹿56 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 456－ 61：09．9� 115．5
79 ガ ト ン 牡3芦 56 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 508－ 61：10．21� 53．7�
33 ピンクラグーン 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 南田美知雄 日高 森永牧場 396－ 21：10．62� 536．6�
11 	 ドストエフスキー 牡3鹿 56 原田 和真三岡 陽氏 小桧山 悟 青森 青南ムラカミ

ファーム 452－12 （競走中止） 290．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 40，385，400円 複勝： 68，016，200円 枠連： 14，958，600円
馬連： 57，555，700円 馬単： 37，355，100円 ワイド： 39，058，300円
3連複： 72，844，600円 3連単： 139，824，100円 計： 469，998，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 220円 � 110円 � 160円 枠 連（4－5） 390円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 410円 �� 870円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 16，830円

票 数

単勝票数 計 403854 的中 � 30614（6番人気）
複勝票数 計 680162 的中 � 34500（6番人気）� 400214（1番人気）� 57394（3番人気）
枠連票数 計 149586 的中 （4－5） 29377（1番人気）
馬連票数 計 575557 的中 �� 41451（5番人気）
馬単票数 計 373551 的中 �� 9088（12番人気）
ワイド票数 計 390583 的中 �� 24191（5番人気）�� 10079（13番人気）�� 43229（2番人気）
3連複票数 計 728446 的中 ��� 29658（9番人気）
3連単票数 計1398241 的中 ��� 6023（57番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．0―11．4―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．7―45．1―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マリアズハート �
�
父 Shanghai Bobby �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2019．1．14 中山1着

2016．5．9生 牝3鹿 母 Maria’s Dance 母母 Ransom Dance 2戦2勝 賞金 13，200，000円
〔競走中止〕 ドストエフスキー号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※モズベイビー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09079 4月13日 晴 稍重 （31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 ミ ラ ビ リ ア 牝4栗 55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド B466＋ 21：55．1 3．7�

810 ビ ジ ョ ッ テ 牝5鹿 55 田辺 裕信古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 508± 01：55．2� 2．6�
77 シャドウアイランド 牝4鹿 55 蛯名 正義飯塚 知一氏 藤沢 和雄 新ひだか 前川 正美 468＋121：55．3� 3．4�
22 � タキオンレイ 牝5栗 55

52 ▲菅原 明良小林 博雄氏 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 486＋ 21：56．36 59．7�
66 グ ロ グ ラ ン 牝4栗 55 武士沢友治藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 476＋ 2 〃 クビ 9．2�
11 � プリンセスヨウク 牝5鹿 55 江田 照男ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 B452± 01：56．72� 21．0	
89 � フレンドアリス 牝4栗 55 吉田 豊横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 460＋ 21：56．8� 33．3

44 ク ー ド ロ ア 牝4鹿 55

53 △野中悠太郎吉田 照哉氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム B442－ 41：57．43� 17．8�
78 � パリスハート 牝4鹿 55 石川裕紀人日下 幸徳氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 450± 01：57．82� 24．0�
33 ジ ス モ ン ダ 牝4鹿 55 岩部 純二ミルファーム 加藤士津八 日高 シンボリ牧場 B474± 01：59．18 130．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，866，000円 複勝： 26，100，600円 枠連： 11，253，800円
馬連： 51，715，800円 馬単： 27，880，900円 ワイド： 32，459，700円
3連複： 65，460，400円 3連単： 115，564，500円 計： 357，301，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 120円 � 110円 � 120円 枠 連（5－8） 480円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 190円 �� 260円 �� 190円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 2，620円

票 数

単勝票数 計 268660 的中 � 57588（3番人気）
複勝票数 計 261006 的中 � 56474（2番人気）� 61339（1番人気）� 54304（3番人気）
枠連票数 計 112538 的中 （5－8） 17864（2番人気）
馬連票数 計 517158 的中 �� 78445（2番人気）
馬単票数 計 278809 的中 �� 19429（4番人気）
ワイド票数 計 324597 的中 �� 45211（1番人気）�� 28779（3番人気）�� 44049（2番人気）
3連複票数 計 654604 的中 ��� 123701（1番人気）
3連単票数 計1155645 的中 ��� 31893（6番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―12．7―14．0―12．9―12．6―12．5―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―37．7―51．7―1：04．6―1：17．2―1：29．7―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．9
1
3
3－5，8－7，4（1，6）－（9，10）－2・（3，5）（8，7）4（6，10）（1，9）2

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

勝馬の
紹 介

ミ ラ ビ リ ア �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．11．5 東京6着

2015．3．31生 牝4栗 母 タニノエクセレント 母母 タニノシスター 13戦2勝 賞金 18，150，000円

09080 4月13日 晴 良 （31中山3）第7日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時55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

814 コーラルプリンセス 牝5芦 55 石川裕紀人吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 536－ 21：34．1 10．8�
813 バルトフォンテン 牡4栗 57 石橋 脩吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 510＋ 41：34．31� 9．8�
712� ディスパーション 牝5栗 55 柴田 善臣村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 476＋ 81：34．4クビ 12．5�
57 アーザムブルー 牡5黒鹿57 三浦 皇成 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 468＋ 6 〃 ハナ 14．8�
34 ナスノカツラ 牝4黒鹿55 江田 照男�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 460－10 〃 ハナ 95．5	
58 アングレーム 牝4黒鹿55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 クビ 3．0

610 オルトルート 牝4栗 55 大野 拓弥村野 康司氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 アタマ 8．8�
22 グランドピルエット 牝4鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 482± 01：34．5クビ 9．3�
46 エリスライト 牝4鹿 55 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 440± 0 〃 クビ 8．9
45 ベストティアーズ 牝5青 55 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 472－ 6 〃 ハナ 43．3�
11 スピリットソウル 牡5黒鹿57 松岡 正海落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：34．6� 6．0�
33 アートシュアリー 牝4黒鹿 55

53 △野中悠太郎森山 進氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 420＋141：34．7クビ 119．4�
711 パンドラフォンテン 牝5栗 55 吉田 豊吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 466＋101：35．01� 25．4�
69 � サンシャイアン 牡4鹿 57 嘉藤 貴行 �加藤ステーブル 杉浦 宏昭 浦河 吉田 又治 B486－ 21：35．1� 97．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，775，300円 複勝： 49，819，900円 枠連： 23，527，100円
馬連： 79，768，700円 馬単： 34，226，900円 ワイド： 54，653，900円
3連複： 106，771，000円 3連単： 126，605，100円 計： 511，147，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 350円 � 330円 � 450円 枠 連（8－8） 3，210円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 6，950円

ワ イ ド �� 940円 �� 1，860円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 12，690円 3 連 単 ��� 58，990円

票 数

単勝票数 計 357753 的中 � 26279（7番人気）
複勝票数 計 498199 的中 � 38465（6番人気）� 41214（5番人気）� 27657（9番人気）
枠連票数 計 235271 的中 （8－8） 5664（17番人気）
馬連票数 計 797687 的中 �� 18686（14番人気）
馬単票数 計 342269 的中 �� 3690（29番人気）
ワイド票数 計 546539 的中 �� 15291（10番人気）�� 7450（28番人気）�� 8629（21番人気）
3連複票数 計1067710 的中 ��� 6308（49番人気）
3連単票数 計1266051 的中 ��� 1556（213番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．0―46．5―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4F47．6―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

コーラルプリンセス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．9．3 新潟1着

2014．4．25生 牝5芦 母 ホーリーブラウン 母母 アニーブラウン 20戦3勝 賞金 30，457，000円



09081 4月13日 晴 良 （31中山3）第7日 第9競走 ��1，800�
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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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
1：43．9

良
良

810 ギ ル マ 牡3鹿 56 三浦 皇成杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 490＋ 81：49．2 5．5�
55 ブランクエンド 牡3鹿 56 田辺 裕信諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 ハナ 9．3�
77 グレルグリーン 牡3黒鹿56 大野 拓弥斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 448＋ 6 〃 アタマ 10．0�
11 ヴァンケドミンゴ 牡3鹿 56 戸崎 圭太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 462± 01：49．3� 4．4�
66 コスモミローディア 牡3黒鹿56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 道見牧場 452－ 6 〃 クビ 22．5�
78 サルウェーテ 牡3鹿 56 石川裕紀人西森 鶴氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 462± 01：49．61� 114．2	
22 サトノウィザード 牡3鹿 56 横山 典弘 
サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 478－10 〃 クビ 1．8�
44 ミ チ ビ キ 牝3黒鹿54 内田 博幸 
ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 4 〃 同着 58．3�
89 マイネルエキサイト 牡3青鹿56 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新ひだか 坂本 春雄 472－ 61：49．81� 80．4
33 ラスティングライ 牡3栗 56 菅原 明良松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか へいはた牧場 B486－121：53．1大差 232．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 50，618，100円 複勝： 54，946，900円 枠連： 14，975，900円
馬連： 85，766，800円 馬単： 45，816，800円 ワイド： 48，255，900円
3連複： 101，681，600円 3連単： 196，798，900円 計： 598，860，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 150円 � 200円 � 210円 枠 連（5－8） 1，520円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 430円 �� 470円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 16，950円

票 数

単勝票数 計 506181 的中 � 72817（3番人気）
複勝票数 計 549469 的中 � 112401（2番人気）� 67847（4番人気）� 62759（5番人気）
枠連票数 計 149759 的中 （5－8） 7634（7番人気）
馬連票数 計 857668 的中 �� 42675（7番人気）
馬単票数 計 458168 的中 �� 10551（14番人気）
ワイド票数 計 482559 的中 �� 29559（6番人気）�� 26829（8番人気）�� 16974（10番人気）
3連複票数 計1016816 的中 ��� 24132（12番人気）
3連単票数 計1967989 的中 ��� 8416（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―36．7―49．5―1：01．9―1：14．1―1：25．7―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギ ル マ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．8．19 小倉2着

2016．4．17生 牡3鹿 母 レストレスハート 母母 スルーミーナウ 9戦2勝 賞金 26，938，000円
〔制裁〕 ブランクエンド号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・8番）

サトノウィザード号の騎手横山典弘は，最後の直線コース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）

※ラスティングライ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09082 4月13日 晴 良 （31中山3）第7日 第10競走 ��1，800�
しもうさ

下総ステークス
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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

55 マイネルユキツバキ 牡4鹿 57 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 528± 01：51．8 2．2�

44 ミッキーポジション 牡4鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 492＋ 61：52．01� 6．7�
710 エ オ リ ア 牝5鹿 55 戸崎 圭太ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 21：52．74 5．8�
811 スズカフリオーソ 牡5栗 57 三浦 皇成永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド B482－12 〃 クビ 6．8�
22 バイタルフォース �7鹿 57 江田 照男前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ B504± 01：52．9� 31．1�
11 ブライトンロック 牡5黒鹿57 田辺 裕信坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋ 21：53．0� 7．7	
79 ネ コ ワ シ 牡4鹿 57 武士沢友治桐谷 敏子氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 508＋ 41：53．74 45．5

67 マイネルアンファン 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 518＋101：53．8� 17．7�
812 ローレルリーベ 牡5栗 57 嘉藤 貴行 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 514＋ 41：54．43� 14．8�
68 ベルウッドケルン 牡7栗 57 柴田 善臣鈴木 照雄氏 本間 忍 伊達 高橋農場 486＋12 〃 アタマ 435．2
33 エ ネ ス ク 牡6鹿 57 大野 拓弥桐谷 敏子氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 B514＋ 61：54．61� 48．8�
56 マイネルトゥラン 牡6黒鹿57 野中悠太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B504－ 41：54．91� 167．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 54，628，400円 複勝： 76，831，900円 枠連： 26，247，200円
馬連： 137，520，900円 馬単： 60，933，900円 ワイド： 78，600，900円
3連複： 172，150，000円 3連単： 264，958，500円 計： 871，871，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 180円 � 150円 枠 連（4－5） 780円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 330円 �� 270円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 4，810円

票 数

単勝票数 計 546284 的中 � 196467（1番人気）
複勝票数 計 768319 的中 � 265237（1番人気）� 81450（4番人気）� 106778（2番人気）
枠連票数 計 262472 的中 （4－5） 25915（4番人気）
馬連票数 計1375209 的中 �� 136509（3番人気）
馬単票数 計 609339 的中 �� 37143（3番人気）
ワイド票数 計 786009 的中 �� 60982（3番人気）�� 81942（1番人気）�� 27377（8番人気）
3連複票数 計1721500 的中 ��� 98054（2番人気）
3連単票数 計2649585 的中 ��� 39922（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．7―50．6―1：02．9―1：15．1―1：27．3―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルユキツバキ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．6．17 東京1着

2015．3．16生 牡4鹿 母 カメリアビジュ 母母 チケットトゥダンス 14戦4勝 賞金 66，386，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



09083 4月13日 晴 良 （31中山3）第7日 第11競走
第21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 66，000，000円 26，000，000円 17，000，000円 9，900，000円 6，600，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000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4：43．0良

55 オジュウチョウサン 牡8鹿 63 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 512－ 44：47．6 1．1�
33 シンキングダンサー 牡6栗 63 金子 光希佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 474± 04：48．02� 44．0�
44 � マイネルプロンプト �7黒鹿63 森 一馬岡田 壮史氏 坂口 智康 新冠 コスモヴューファーム 470－ 64：49．17 16．6�
66 ラピッドシップ 牡5黒鹿63 北沢 伸也飯田 正剛氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 482＋ 44：49．2クビ 109．7�
810 タイセイドリーム 牡9鹿 63 平沢 健治田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 544－12 〃 クビ 9．6�
11 ニホンピロバロン 牡9栗 63 白浜 雄造小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 486± 04：49．83� 9．0	
78 ルペールノエル 牡9黒鹿63 高田 潤 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 518－164：51．07 78．3

22 ミヤジタイガ 牡9鹿 63 西谷 誠曽我 司氏 武 幸四郎 日高 白井牧場 496－ 64：53．2大差 38．8�
811 ヤマニンシルフ 牡6栗 63 小坂 忠士土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 460± 04：54．37 149．2�
67 トーアツキヒカリ �5鹿 63 五十嵐雄祐高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 454＋ 4 （競走中止） 144．8
79 シゲルボスザル 牡5黒鹿63 植野 貴也森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下

ファーム 458－ 2 （競走中止） 137．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 151，221，300円 複勝： 282，788，900円 枠連： 43，778，600円
馬連： 185，313，500円 馬単： 174，451，000円 ワイド： 127，778，100円
3連複： 267，622，300円 3連単： 983，600，600円 計： 2，216，554，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 320円 � 200円 枠 連（3－5） 1，430円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 580円 �� 280円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 7，270円

票 数

単勝票数 計1512213 的中 � 1069731（1番人気）
複勝票数 計2827889 的中 � 2180384（1番人気）� 53243（5番人気）� 106846（4番人気）
枠連票数 計 437786 的中 （3－5） 23723（4番人気）
馬連票数 計1853135 的中 �� 102714（4番人気）
馬単票数 計1744510 的中 �� 78754（4番人気）
ワイド票数 計1277781 的中 �� 55103（6番人気）�� 131410（3番人気）�� 18361（14番人気）
3連複票数 計2676223 的中 ��� 82283（8番人気）
3連単票数 計9836006 的中 ��� 97993（21番人気）
上り 1マイル 1：44．7 4F 51．6－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オジュウチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．10．19 東京11着

2011．4．3生 牡8鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 障害：22戦14勝 賞金 640，885，000円
〔競走中止〕 トーアツキヒカリ号は，10号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

シゲルボスザル号は，10号障害〔ハードル〕着地時に，転倒した「トーアツキヒカリ」号に触れ，騎手が落馬したため競走
中止。

〔制裁〕 シンキングダンサー号の騎手金子光希は，2周目3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番）

09084 4月13日 晴 良 （31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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

814 レピアーウィット 牡4栗 57 石川裕紀人金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 540－ 41：51．5 29．7�

46 � ヘヴントゥナイト 牡5芦 57 大野 拓弥 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム B480－ 41：53．2大差 6．3�
58 シ ベ リ ウ ス 牡6栗 57 柴田 善臣浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B472＋ 2 〃 ハナ 13．5�
713 カフェアトラス 牡4鹿 57 田辺 裕信西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 520－ 41：53．51� 17．2�
35 ミラクルブラッド 牝4鹿 55 石橋 脩芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 442＋ 2 〃 クビ 13．2	
11 ハ シ カ ミ 牡6青鹿57 原田 和真中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 486＋ 41：53．6クビ 62．9

23 グラスブルース 牡5鹿 57 江田 照男半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B512－12 〃 ハナ 54．8�
59 スパイスマジック 牡4芦 57 松岡 正海 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B490＋ 2 〃 クビ 18．4�
47 � トーホウリーガル 牡6青鹿57 吉田 豊東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 532＋ 21：53．81 110．5
611 ダイワドノヴァン 牡5黒鹿57 柴田 大知大城 敬三氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B520＋ 4 〃 クビ 12．1�
34 キャベンディッシュ 牡4栗 57 野中悠太郎本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 500± 01：54．01 36．6�
815 ペイシャボム 牡5鹿 57 武士沢友治北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 484＋ 2 〃 ハナ 22．6�
712 プレシャスリーフ 牡4栗 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：55．27 2．7�
610 サトノディード 牡4青鹿57 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 510＋ 21：56．26 6．3�
22 ホウオウパフューム 牝5栗 55 横山 典弘小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 484－ 2 〃 クビ 12．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 80，120，600円 複勝： 118，691，200円 枠連： 47，693，700円
馬連： 181，510，200円 馬単： 71，248，400円 ワイド： 127，373，800円
3連複： 279，673，900円 3連単： 329，426，900円 計： 1，235，738，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，970円 複 勝 � 880円 � 240円 � 330円 枠 連（4－8） 3，740円

馬 連 �� 11，250円 馬 単 �� 26，740円

ワ イ ド �� 4，350円 �� 6，720円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 55，110円 3 連 単 ��� 325，380円

票 数

単勝票数 計 801206 的中 � 21573（11番人気）
複勝票数 計1186912 的中 � 30515（12番人気）� 145635（2番人気）� 94897（4番人気）
枠連票数 計 476937 的中 （4－8） 9871（18番人気）
馬連票数 計1815102 的中 �� 12503（44番人気）
馬単票数 計 712484 的中 �� 1998（98番人気）
ワイド票数 計1273738 的中 �� 7479（52番人気）�� 4816（74番人気）�� 22632（14番人気）
3連複票数 計2796739 的中 ��� 3806（174番人気）
3連単票数 計3294269 的中 ��� 734（1014番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．2―48．9―1：01．4―1：13．5―1：25．7―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レピアーウィット �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Running Stag デビュー 2017．6．10 東京2着

2015．4．15生 牡4栗 母 ランニングボブキャッツ 母母 Backatem 9戦3勝 賞金 33，121，000円
※出走取消馬 パレスハングリー号（疾病〔右後肢跛行〕のため）



（31中山3）第7日 4月13日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 156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
厩務員出走奨励金

297，690，000円
16，910，000円
1，790，000円
34，180，000円
62，985，500円
5，356，200円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
583，250，100円
1，016，337，400円
247，410，600円
1，027，688，200円
592，036，900円
689，724，000円
1，398，926，300円
2，647，375，800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 8，202，749，300円

総入場人員 29，329名 （有料入場人員 27，267名）
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