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09049 4月6日 晴 稍重 （25中山3）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時10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 ケージーササニシキ 牝3鹿 54 戸崎 圭太川井 五郎氏 田島 俊明 新ひだか 松本牧場 478± 01：12．9 2．1�
611 ショウナンヤマト 牡3栗 56 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム 532－ 41：13．75 2．8�
815 ス ペ リ オ ル 牝3黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B480－ 21：13．8� 19．6�
12 クリスウィング 牡3鹿 56 横山 典弘�リーヴァ 新開 幸一 新ひだか 藤沢牧場 478± 01：13．9クビ 28．3�
24 ノアメロディ 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人佐山 公男氏 天間 昭一 新冠 飛渡牧場 448－101：14．11� 9．9�
714 ブランドハヤテ 牡3芦 56 柴田 大知榎本 富三氏 嶋田 潤 日高 門別牧場 466＋ 21：14．52� 333．8	
510 アルファメール 牡3栗 56 吉田 豊 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 新ひだか カントリー牧場 488± 01：14．6� 18．1

612 トミケンジェスト 牡3栗 56 内田 博幸冨樫 賢二氏 宗像 義忠 新ひだか 矢野牧場 468± 01：14．91� 19．8�
36 エピローグブリッジ 牡3栗 56 岩田 康誠�G1レーシング 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 01：15．0� 11．8
816 ディアキーパー 牡3鹿 56 江田 照男ディアレスト 菊川 正達 浦河 桑田フアーム B444－ 21：15．21� 201．2�
48 カシノコゴロウ 牡3鹿 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 462± 01：15．3� 151．6�
713 ケイツーアレス 牡3黒鹿56 武士沢友治楠本 勝美氏 菅原 泰夫 青森 谷川 博勝 462－ 21：15．51� 619．0�
59 ジャパンプレミアム 牡3栗 56 松山 弘平山上 和良氏 和田正一郎 新ひだか 原 達也 460－ 2 〃 ハナ 411．1�
11 キョウエイアンジュ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 444＋ 61：16．03 264．0�
23 プヴォワール 牝3鹿 54 川須 栄彦�川島牧場 牧 光二 新冠 川島牧場 446－ 21：16．63� 179．1�
35 ウインジョニー 牡3栗 56 松岡 正海�ウイン 鹿戸 雄一 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 494＋181：16．7� 344．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，499，200円 複勝： 48，384，100円 枠連： 12，857，300円
馬連： 48，382，300円 馬単： 37，565，100円 ワイド： 22，909，000円
3連複： 63，354，100円 3連単： 121，980，600円 計： 375，931，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 120円 � 240円 枠 連（4－6） 220円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 140円 �� 510円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 4，900円

票 数

単勝票数 計 204992 的中 � 79928（1番人気）
複勝票数 計 483841 的中 � 243051（1番人気）� 92946（2番人気）� 23931（5番人気）
枠連票数 計 128573 的中 （4－6） 43257（1番人気）
馬連票数 計 483823 的中 �� 153715（1番人気）
馬単票数 計 375651 的中 �� 66080（1番人気）
ワイド票数 計 229090 的中 �� 59941（1番人気）�� 8803（8番人気）�� 5223（13番人気）
3連複票数 計 633541 的中 ��� 24758（6番人気）
3連単票数 計1219806 的中 ��� 18409（10番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―12．3―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―35．0―47．3―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケージーササニシキ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2012．12．1 中山7着

2010．3．27生 牝3鹿 母 ケージーカチドキ 母母 ケージートップ 4戦1勝 賞金 7，050，000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。
（非当選馬） 1頭 エイデンヒーロー号

09050 4月6日 晴 稍重 （25中山3）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40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

816 ロマンシングジェム 牝3青鹿54 内田 博幸吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム B480＋ 21：56．9 2．4�
510 スワンソング 牝3鹿 54 田辺 裕信 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋101：57．43 8．7�
47 モ リ ミ ヤ ビ 牝3栗 54 吉田 隼人�森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム 434－ 41：57．93 7．3�
11 ティアップブルーム 牝3黒鹿54 江田 照男田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 420－ 81：58．21� 395．4�
23 ナンダデヴィ 牝3鹿 54 松岡 正海吉田 哲哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 466＋ 41：58．3� 7．3�
36 ウインコサージュ 牝3芦 54 石橋 脩	ウイン 手塚 貴久 新ひだか 藤沢牧場 464＋ 21：58．4� 40．7

35 カゼノサファイア 牝3青 54 田中 勝春深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 452± 01：58．5� 22．2�
48 ナ ト ゥ ー ラ 牝3鹿 54 西田雄一郎 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 戸田 博文 日高 オリオンファーム 436－ 8 〃 ハナ 331．5�
815 セイウンミーナ 牝3黒鹿54 吉田 豊西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 488＋ 2 〃 クビ 48．6
611 ロマンデラローズ 牝3鹿 54 三浦 皇成西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 494－ 41：58．82 75．1�
59 マスタープリメーラ 牝3鹿 54 松山 弘平村山 卓也氏 池上 昌弘 浦河 木戸口牧場 460－ 81：59．11� 178．6�
12 バルカローレ 牝3栗 54 M．デムーロ �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 490 ―1：59．73� 13．2�

（仏）

24 セ イ ク ラ ベ 牝3青鹿54 石神 深一江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 安達 洋生 444＋ 62：00．65 432．3�
714 サマーカエラ 牝3栗 54 北村 宏司セゾンレースホース	 高橋 祥泰 安平 追分ファーム 414＋ 22：01．02� 67．4�
713 チョコレートリリー 牝3青鹿54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 42：01．42� 4．2�
612 メビュースプラチナ 牝3青鹿54 柴田 大知備前島敏子氏 伊藤 大士 新ひだか 藤原牧場 434－ 22：04．8大差 408．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，761，800円 複勝： 32，830，400円 枠連： 11，321，700円
馬連： 42，917，200円 馬単： 29，180，600円 ワイド： 19，692，600円
3連複： 55，371，700円 3連単： 89，041，500円 計： 299，117，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 200円 � 150円 枠 連（5－8） 960円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 340円 �� 260円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 6，090円

票 数

単勝票数 計 187618 的中 � 62800（1番人気）
複勝票数 計 328304 的中 � 101836（1番人気）� 33562（4番人気）� 54208（2番人気）
枠連票数 計 113217 的中 （5－8） 8716（4番人気）
馬連票数 計 429172 的中 �� 38615（3番人気）
馬単票数 計 291806 的中 �� 15858（4番人気）
ワイド票数 計 196926 的中 �� 14833（3番人気）�� 21391（2番人気）�� 6082（10番人気）
3連複票数 計 553717 的中 ��� 30369（4番人気）
3連単票数 計 890415 的中 ��� 10793（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―13．0―13．5―13．2―13．1―13．2―13．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．2―50．7―1：03．9―1：17．0―1：30．2―1：43．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F39．9
1
3
4，7（3，10）（5，9，16）（1，12）15－（11，13）14－8，6，2・（4，7）10（3，16）（5，6）（1，9）15（13，2）11，8（12，14）

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

勝馬の
紹 介

ロマンシングジェム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Danehill デビュー 2012．11．25 東京8着

2010．2．21生 牝3青鹿 母 ル ビ ー 母母 Offshore Boom 6戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メビュースプラチナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月6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 カシノオパール号・ネス号
（非抽選馬） 1頭 ディアリヴァル号
※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。

第３回 中山競馬 第５日



09051 4月6日 晴 稍重 （25中山3）第5日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時10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

48 アスキットキング 牡3鹿 56 柴田 善臣中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 428－101：13．2 36．9�
611� グランソルシエール 牝3鹿 54 吉田 豊�Basic 畠山 吉宏 米 IEAH and

Alan Pesch 516－ 4 〃 クビ 20．4�
24 ショウナンパンチ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太国本 哲秀氏 伊藤 大士 日高 坂田牧場 508－ 41：13．51� 7．6�
713 クイックスパイダー 牡3栗 56 田辺 裕信菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 462－ 41：13．82 18．7�
714 ブロンドヒロイン 牝3栗 54 田中 勝春 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 446－ 61：13．9� 2．0	
23 アキノアッパー 牡3栗 56 石橋 脩穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 450＋ 81：14．0クビ 40．2

11 クリノアルプス 牝3栗 54 三浦 皇成栗本 博晴氏 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 414－ 81：14．21	 94．6�
47 フヨウムサシ 牡3栗 56

54 △杉原 誠人刈屋 �氏 高市 圭二 浦河 目名太山口
牧場 426－ 41：14．3
 9．7

59 コミュニティ 牡3栗 56 石神 深一西村 專次氏 田島 俊明 白老 社台牧場 476＋ 2 〃 ハナ 215．1�
816 ナ ム ラ ネ ネ 牝3鹿 54 横山 典弘奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 446－ 21：14．4� 21．2�
612 ディアバイブル 牝3栗 54 吉田 隼人ディアレスト 牧 光二 日高 沖田牧場 516＋ 41：14．71� 21．6�
36 ケージーイチバン 牡3黒鹿56 川須 栄彦川井 五郎氏 水野 貴広 新ひだか 松本牧場 476＋ 61：15．23 99．1�
35 ケイツーモリガン 牝3栗 54 柴田 大知楠本 勝美氏 蛯名 利弘 むかわ 上水牧場 412＋ 41：15．3クビ 657．5�
12 モルフェキッド 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠並河賢一郎氏 大江原 哲 新ひだか 坂本 智広 416－ 61：15．51	 681．9�
510 ラピッズトウショウ 牝3栗 54 武士沢友治トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 420－ 2 〃 ハナ 531．7�
815 コ ラ ム 牡3栗 56 松岡 正海本間 茂氏 相沢 郁 新冠 森 牧場 448－ 21：15．6� 4．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，276，900円 複勝： 40，594，000円 枠連： 15，892，700円
馬連： 49，353，000円 馬単： 34，234，700円 ワイド： 23，981，100円
3連複： 62，081，300円 3連単： 110，084，800円 計： 359，498，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，690円 複 勝 � 1，080円 � 710円 � 320円 枠 連（4－6） 2，930円

馬 連 �� 20，520円 馬 単 �� 51，880円

ワ イ ド �� 5，280円 �� 3，250円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 47，630円 3 連 単 ��� 402，200円

票 数

単勝票数 計 232769 的中 � 4982（9番人気）
複勝票数 計 405940 的中 � 9165（10番人気）� 14590（8番人気）� 37367（4番人気）
枠連票数 計 158927 的中 （4－6） 4014（10番人気）
馬連票数 計 493530 的中 �� 1775（43番人気）
馬単票数 計 342347 的中 �� 487（95番人気）
ワイド票数 計 239811 的中 �� 1108（45番人気）�� 1816（34番人気）�� 2829（21番人気）
3連複票数 計 620813 的中 ��� 962（97番人気）
3連単票数 計1100848 的中 ��� 202（669番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．0―12．5―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．6―48．1―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスキットキング �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2012．9．16 中山9着

2010．4．15生 牡3鹿 母 アスキットユミ 母母 エクセレントギフト 8戦1勝 賞金 9，750，000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。
（非当選馬） 1頭 カンタベリーリュウ号

09052 4月6日 曇 稍重 （25中山3）第5日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時40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

510 ハイパーチャージ 牡3鹿 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 502＋ 41：54．9 2．0�
24 アイアムライジング 牡3黒鹿56 M．デムーロ堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 522－101：55．64 3．1�

（仏）

59 ドリームワン 牡3栗 56 吉田 豊田中 正嗣氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 446－ 21：56．34 24．2�
815 エンデュミオン 牡3栗 56 西田雄一郎藤田 宗平氏 本間 忍 日高 日西牧場 506± 01：56．83 312．3�
47 グランデアリュール 牡3鹿 56 岩田 康誠吉野 弘司氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム 478－ 21：57．11� 7．9�
611 ボ ウ ベ ル 牡3鹿 56 北村 宏司吉田 和美氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B458－ 41：57．2� 13．2�
714 ギンザマーシャル 牡3芦 56 三浦 皇成有馬 博文氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 518＋ 21：57．94 30．2	
713 ヤマイチコンコルド 牡3鹿 56 松山 弘平坂本 肇氏 大江原 哲 森 笹川大晃牧場 B474－ 41：58．0� 176．2

35 チョコタクン 牡3鹿 56 江田 照男ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 466－ 41：58．53 31．1�
12 ファストソング 牝3栗 54 松岡 正海田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 484± 0 〃 クビ 45．4�
23 ベストブライアン 牡3黒鹿56 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 436＋ 81：58．81� 18．8
11 スカイタロー 牡3鹿 56 柴田 大知元屋地文明氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 B488± 01：59．11� 517．8�
48 メインオーバル 牡3栗 56 吉田 隼人岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド B528± 01：59．95 257．8�
36 クリアプロフィット 牡3鹿 56 田辺 裕信安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 484－ 22：00．96 64．4�
612 ハッピーキャスト 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 474－ 62：01．53� 535．8�
816 ヤマタケエストレラ 牝3栗 54 嘉藤 貴行山中 佳代氏 根本 康広 浦河 中神牧場 410＋ 22：02．35 526．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，455，300円 複勝： 36，558，100円 枠連： 12，353，300円
馬連： 51，593，900円 馬単： 34，390，700円 ワイド： 22，564，700円
3連複： 57，924，400円 3連単： 110，694，600円 計： 349，535，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 120円 � 400円 枠 連（2－5） 260円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 170円 �� 810円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 2，670円 3 連 単 ��� 8，580円

票 数

単勝票数 計 234553 的中 � 96273（1番人気）
複勝票数 計 365581 的中 � 110207（1番人気）� 99616（2番人気）� 12816（7番人気）
枠連票数 計 123533 的中 （2－5） 36169（1番人気）
馬連票数 計 515939 的中 �� 158621（1番人気）
馬単票数 計 343907 的中 �� 53420（1番人気）
ワイド票数 計 225647 的中 �� 44802（1番人気）�� 5732（9番人気）�� 3860（16番人気）
3連複票数 計 579244 的中 ��� 16033（8番人気）
3連単票数 計1106946 的中 ��� 9529（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．7―50．2―1：03．0―1：16．2―1：29．1―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハイパーチャージ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．12．23 中山3着

2010．2．11生 牡3鹿 母 グランドエナジー 母母 アイズオブユー 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリアプロフィット号・ハッピーキャスト号・ヤマタケエストレラ号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成25年5月6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。
（非当選馬） 1頭 ハンバーガー号
※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。



09053 4月6日 曇 良 （25中山3）第5日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12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

815 アンブリッジ 牡3鹿 56 田中 勝春佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 460± 01：36．3 3．9�
59 フリティラリア 牝3芦 54 吉田 隼人有限会社シルク鈴木 伸尋 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 61：36．4� 60．5�
47 イフウドウドウ 牡3栗 56 川須 栄彦西村新一郎氏 天間 昭一 平取 高橋 啓 458－ 21：36．61� 45．9�
23 ビーフィットウォー 牝3青鹿54 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420± 0 〃 ハナ 3．0�
12 ル タ ド ー ル 牡3黒鹿56 田辺 裕信 �オリオンファーム 牧 光二 日高 オリオンファーム 466－141：36．81� 9．3	
611 ネオヴィヴィアン 牝3青鹿54 M．デムーロ小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 398－ 6 〃 ハナ 28．0

（仏）

24 ダイワフォース 牡3黒鹿56 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 444＋ 2 〃 クビ 4．1�
48 クラウンアルテミス 牝3鹿 54 三浦 皇成矢野 悦三氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 440＋ 2 〃 アタマ 11．6�
816 エアセノーテ 牡3栗 56 内田 博幸 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 様似 猿倉牧場 498－ 21：36．9クビ 15．2
35 モ シ モ シ 牝3黒鹿54 松山 弘平小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 418 ―1：37．0� 69．3�
11 リュウノヒゲ 牝3芦 54

51 ▲山崎 亮誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 458－ 2 〃 クビ 81．9�
36 ジーガーガーネット 牡3栗 56 武士沢友治�ジーガー 和田 正道 新冠 須崎牧場 424± 01：37．53 173．4�
612 フィリーズカレン 牝3鹿 54 柴田 善臣野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 豊浦 飯原牧場 486＋161：37．71� 39．3�
510 グッドフューチャー 牝3青鹿54 江田 照男松尾 正氏 小野 次郎 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 448 ―1：38．23 126．7�
714 プ ラ リ ネ 牝3鹿 54 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 浦河 富菜牧場 440＋ 21：38．41� 260．1�
713 ベロセットレコード 牡3鹿 56 戸崎 圭太塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 484 ―1：38．72 91．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，390，900円 複勝： 45，577，500円 枠連： 21，729，300円
馬連： 57，159，000円 馬単： 36，984，100円 ワイド： 24，906，700円
3連複： 68，293，500円 3連単： 111，843，900円 計： 390，884，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 1，300円 � 1，020円 枠 連（5－8） 6，220円

馬 連 �� 11，540円 馬 単 �� 15，580円

ワ イ ド �� 4，320円 �� 2，560円 �� 18，450円

3 連 複 ��� 96，930円 3 連 単 ��� 352，740円

票 数

単勝票数 計 243909 的中 � 50085（2番人気）
複勝票数 計 455775 的中 � 83947（3番人気）� 7735（10番人気）� 10034（9番人気）
枠連票数 計 217293 的中 （5－8） 2581（15番人気）
馬連票数 計 571590 的中 �� 3658（29番人気）
馬単票数 計 369841 的中 �� 1753（45番人気）
ワイド票数 計 249067 的中 �� 1419（36番人気）�� 2429（24番人気）�� 328（78番人気）
3連複票数 計 682935 的中 ��� 520（161番人気）
3連単票数 計1118439 的中 ��� 234（680番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．0―48．2―1：00．6―1：12．6―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．7

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

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

勝馬の
紹 介

アンブリッジ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．7．15 新潟7着

2010．4．4生 牡3鹿 母 アルバローズ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 6戦1勝 賞金 8，800，000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。
（非抽選馬） 3頭 イヴピアジェ号・コスモサンチャン号・ベルゲンクライ号
※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。

09054 4月6日 曇 稍重 （25中山3）第5日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

59 ジョージジョージ 牡3栗 56 田中 勝春北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 446－ 21：12．9 5．4�
714 ジ ョ バ イ ロ 牡3鹿 56 吉田 隼人岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 488－ 21：13．11� 16．3�
510 スクワドロン 牡3芦 56 川須 栄彦 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 500－ 8 〃 アタマ 3．0�
11 プリティーキャロル 牝3芦 54

52 △杉原 誠人伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 446± 0 〃 クビ 22．3�
47 エトルアンフルール 牝3栗 54 岩田 康誠村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 474± 01：13．41� 8．3�
612 リベルタドーレス 牡3栗 56 柴田 善臣西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 490＋ 61：13．61� 13．3	
611� チェリーサターン 牡3栗 56 石橋 脩櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 北俣 牧夫 520－ 4 〃 クビ 25．6

48 イーサンヘイロー 牡3黒鹿56 吉田 豊国本 勇氏 大和田 成 日高 沖田牧場 466± 0 〃 アタマ 18．3�
23 スズヨストラ 牡3栗 56 柴田 大知鈴木与四郎氏 浅野洋一郎 新ひだか 岡田スタツド 462± 01：13．91� 4．5�
36 � マンボマーチ 牝3青鹿54 西田雄一郎栗本 博晴氏 成島 英春 新ひだか グランド牧場 442＋ 41：14．11� 324．6
815 エ ス ト ー ケ 牡3鹿 56 武士沢友治山上 和良氏 新開 幸一 新ひだか 出羽牧場 474＋ 21：14．2� 17．7�
35 ターゲットゾーン 牡3栗 56 三浦 皇成畑佐 博氏 水野 貴広 日高 天羽牧場 508＋ 41：14．41� 88．3�
24 モーニングムーン 牝3栗 54 松山 弘平�ターフ・スポート高柳 瑞樹 新冠 松浦牧場 452－ 21：15．14 39．4�
816 キュウシュウソダチ 牡3鹿 56 松岡 正海西村新一郎氏 蛯名 利弘 鹿児島 服部 文明 440± 0 〃 クビ 350．6�
713 キネオリリー 牝3栗 54 江田 照男ジャパンフードビジネス� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 508＋ 61：15．31 41．9�
12 � ドクトルバロン 牡3栗 56

53 ▲山崎 亮誠湯澤 寛氏 大江原 哲 新冠 ビッグレッドファーム B476＋141：15．83 304．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，846，100円 複勝： 44，004，300円 枠連： 19，574，200円
馬連： 59，636，600円 馬単： 34，698，700円 ワイド： 31，653，800円
3連複： 77，176，000円 3連単： 114，520，100円 計： 405，109，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 320円 � 140円 枠 連（5－7） 810円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 7，330円

ワ イ ド �� 770円 �� 350円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 29，090円

票 数

単勝票数 計 238461 的中 � 35175（3番人気）
複勝票数 計 440043 的中 � 59662（3番人気）� 27033（6番人気）� 112720（1番人気）
枠連票数 計 195742 的中 （5－7） 17947（3番人気）
馬連票数 計 596366 的中 �� 12009（14番人気）
馬単票数 計 346987 的中 �� 3498（26番人気）
ワイド票数 計 316538 的中 �� 9613（8番人気）�� 24570（1番人気）�� 10398（6番人気）
3連複票数 計 771760 的中 ��� 20096（5番人気）
3連単票数 計1145201 的中 ��� 2906（71番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．4―12．7―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―36．1―48．8―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョージジョージ �
�
父 ダイタクリーヴァ �

�
母父 トワイニング デビュー 2012．8．12 札幌11着

2010．4．12生 牡3栗 母 ブライティアバジー 母母 バ ジ ー 12戦2勝 賞金 19，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔制裁〕 スズヨストラ号の騎手柴田大知は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・15番）
※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） 3頭 アビスコ号・サンライズネガノ号・モンテネオ号



09055 4月6日 曇 稍重 （25中山3）第5日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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

811 プ リ ー ム ス 牝4鹿 55 戸崎 圭太林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：53．6 6．2�
11 バサラヴォーグ 牡4芦 57 西田雄一郎湊 義明氏 大竹 正博 浦河 村下牧場 482± 0 〃 クビ 9．7�
710 インディーグラブ 牡5鹿 57 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 444－ 41：53．91� 24．4�
44 マルブツビアン 牡5黒鹿 57

54 ▲山崎 亮誠大澤 素子氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 520－ 21：54．0� 6．3�
56 ゲルマンシチー 牡5青 57 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 474± 01：54．31� 1．9	
67 レッドブルピサ 牡4鹿 57 三浦 皇成市川 義美氏 国枝 栄 新ひだか フジワラフアーム 530＋ 6 〃 クビ 10．1

68 フェアブレシア 牡4鹿 57 北村 宏司岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 528－ 41：54．51� 17．6�
79 マイネルパルフェ 牡5黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 浦河 荻伏三好フ
アーム 494± 01：55．13� 93．6�

55 ヴァルディヴィア 牡5鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506－ 81：55．84 40．4

812 ダーズンローズ 	5青 57 武士沢友治 �キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 476± 01：56．12 80．9�
22 アールデュラン 	4鹿 57 M．デムーロ星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 476－141：56．31� 15．9�

（仏）

33 メジロハクリュウ 牡5鹿 57 吉田 豊岩﨑 伸道氏 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 B472＋ 61：57．25 141．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 30，451，300円 複勝： 59，584，100円 枠連： 14，440，600円
馬連： 61，154，400円 馬単： 41，138，900円 ワイド： 30，069，200円
3連複： 74，860，000円 3連単： 143，120，900円 計： 454，819，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 290円 � 300円 � 620円 枠 連（1－8） 2，990円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 6，380円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 2，950円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 21，800円 3 連 単 ��� 95，420円

票 数

単勝票数 計 304513 的中 � 39333（2番人気）
複勝票数 計 595841 的中 � 59057（3番人気）� 56243（5番人気）� 22730（8番人気）
枠連票数 計 144406 的中 （1－8） 3565（12番人気）
馬連票数 計 611544 的中 �� 14758（12番人気）
馬単票数 計 411389 的中 �� 4759（22番人気）
ワイド票数 計 300692 的中 �� 7433（12番人気）�� 2465（29番人気）�� 2796（25番人気）
3連複票数 計 748600 的中 ��� 2535（59番人気）
3連単票数 計1431209 的中 ��� 1107（271番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．3―12．7―12．6―12．9―12．9―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．1―48．8―1：01．4―1：14．3―1：27．2―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プ リ ー ム ス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．5．20 東京7着

2009．4．7生 牝4鹿 母 レジェンドトレイル 母母 ハッピートレイルズ 5戦2勝 賞金 13，600，000円
〔その他〕 アールデュラン号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。

09056 4月6日 曇 稍重 （25中山3）第5日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

510� アンバウンド 牝4栗 55 北村 宏司�大樹ファーム 大竹 正博 米 Colts Neck
Stables, LLC. 470＋ 21：12．1 1．6�

35 ウエスタンスマイル 牡4鹿 57 柴田 善臣西川 賢氏 松山 康久 新ひだか ウエスタンファーム 550＋ 2 〃 クビ 4．4�
713 モリトブイコール 	5栗 57

55 △杉原 誠人石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 472－ 61：12．63 77．1�
59 フランチャイズ 牡4栗 57 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 506－ 2 〃 クビ 9．9�
714 デイブレイク 牡5鹿 57 内田 博幸�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム B490± 01：12．7クビ 14．4�
12 アタッキングゾーン 牡5鹿 57 三浦 皇成広尾レース	 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 504－ 6 〃 クビ 64．6

612 リュウシンヒーロー 	5鹿 57 川須 栄彦桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 444± 01：13．02 326．4�
47 セイントチャンス 牡4鹿 57 石橋 脩内海 正章氏 勢司 和浩 様似 清水スタッド 474－ 41：13．1
 19．5
815� セイウンシェンロン 牡6黒鹿57 武士沢友治西山 茂行氏 古賀 史生 米 Brilliant

Stables Inc. 476± 01：13．2クビ 33．2�
23 シンデンアラタ 牡4黒鹿 57

54 ▲山崎 亮誠神田 通博氏 和田 雄二 新ひだか 落合 一巳 504－121：13．41� 272．7�
11 シシリアンルージュ 牝4栗 55 西田雄一郎�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 460＋ 2 〃 アタマ 359．1�
611 エ リ ク サ ー 牡4栗 57 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464－ 21：13．61
 12．1�
816� キクノベリータ 牡6鹿 57 柴田 大知菊池 五郎氏 和田 雄二 新ひだか フクダファーム 474－ 2 〃 ハナ 115．1�
36 � トモヲエラババ 牡4栃栗57 小島 太一江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド 476－141：13．7クビ 358．5�
48 � キボウノチカラ 牡4鹿 57 松山 弘平上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 畠山牧場 462＋ 41：13．91� 199．0�
24 � バージンロード 牝4鹿 55 松岡 正海泉 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 坂本牧場 B454－ 41：18．7大差 365．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，296，100円 複勝： 66，322，100円 枠連： 19，105，800円
馬連： 70，121，600円 馬単： 50，659，800円 ワイド： 29，579，300円
3連複： 77，065，300円 3連単： 167，896，500円 計： 508，046，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 780円 枠 連（3－5） 280円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，330円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 4，700円 3 連 単 ��� 11，040円

票 数

単勝票数 計 272961 的中 � 138972（1番人気）
複勝票数 計 663221 的中 � 372118（1番人気）� 95621（2番人気）� 8189（8番人気）
枠連票数 計 191058 的中 （3－5） 52053（1番人気）
馬連票数 計 701216 的中 �� 181827（1番人気）
馬単票数 計 506598 的中 �� 97744（1番人気）
ワイド票数 計 295793 的中 �� 60722（1番人気）�� 4473（18番人気）�� 2339（25番人気）
3連複票数 計 770653 的中 ��� 12109（15番人気）
3連単票数 計1678965 的中 ��� 11232（34番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．5―12．1―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．0―47．1―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アンバウンド �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2012．4．22 東京18着

2009．4．23生 牝4栗 母 Possibility 母母 Personal Ensign 5戦2勝 賞金 15，420，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バージンロード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月6日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カネトシファイター号・ストロングティラノ号



09057 4月6日 曇 良 （25中山3）第5日 第9競走 ��1，800�
の じ ま ざ き

野 島 崎 特 別
発走14時35分 （芝・右）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
賞 品

本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

34 セコンドピアット 牝4鹿 55 石橋 脩 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム 468± 01：50．8 2．9�
610 ハイタッチクイーン 牝6栗 55 柴田 善臣星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 446－ 81：50．9� 23．8�
35 コスモバタフライ 牝5黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 476－ 41：51．0� 22．9�
22 ニシノテキーラ 牝5鹿 55 岩田 康誠西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 454± 01：51．1� 5．8�
815 フェアリーレイ 牝6鹿 55 戸崎 圭太植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 486－ 41：51．2� 13．8�
46 ウインクリアビュー 牝6栗 55 三浦 皇成	ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 452－ 6 〃 クビ 5．6

713 ハ イ リ リ ー 牝4栗 55 吉田 豊	G1レーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム 450± 01：51．41 25．9�
47 ヤマニンリップル 牝5黒鹿55 吉田 隼人土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 478± 0 〃 ハナ 35．2�
611 マイネクイーン 牝5鹿 55 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 浦河 富田牧場 452＋ 2 〃 クビ 96．6
59 ガーネットチャーム 牝4鹿 55 横山 典弘 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 424－ 21：51．5� 6．7�
814 アラドヴァル 牝4青 55 M．デムーロ吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 452＋ 81：51．6クビ 15．8�

（仏）

11 ツインエンジェルズ 牝5青 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 454＋ 6 〃 ハナ 45．9�
58 エバーシャイニング 牝6黒鹿55 松山 弘平宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 500－ 8 〃 クビ 158．9�
712 ウィケットキーパー 牝4鹿 55 内田 博幸吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 438± 0 〃 ハナ 12．8�
23 � ヴェルデライト 牝5鹿 55 北村 宏司 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：51．81	 70．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，485，100円 複勝： 62，082，800円 枠連： 24，093，400円
馬連： 106，158，300円 馬単： 56，211，600円 ワイド： 41，095，100円
3連複： 123，365，300円 3連単： 208，255，900円 計： 651，747，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 470円 � 500円 枠 連（3－6） 2，440円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 4，810円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 1，040円 �� 4，790円

3 連 複 ��� 16，460円 3 連 単 ��� 68，070円

票 数

単勝票数 計 304851 的中 � 82869（1番人気）
複勝票数 計 620828 的中 � 151889（1番人気）� 28415（8番人気）� 26555（9番人気）
枠連票数 計 240934 的中 （3－6） 7314（14番人気）
馬連票数 計1061583 的中 �� 25760（10番人気）
馬単票数 計 562116 的中 �� 8637（17番人気）
ワイド票数 計 410951 的中 �� 8003（14番人気）�� 9960（9番人気）�� 2040（49番人気）
3連複票数 計1233653 的中 ��� 5534（52番人気）
3連単票数 計2082559 的中 ��� 2258（209番人気）

ハロンタイム 12．8―12．8―12．6―13．1―13．0―12．5―11．7―11．3―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．6―38．2―51．3―1：04．3―1：16．8―1：28．5―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．0
1
3
15，10（4，11）（5，13）（2，7，9，14）（3，6，12）8，1
15，10（4，11）（5，14）（2，13，12）（7，9）（3，6）8，1

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

勝馬の
紹 介

セコンドピアット �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Alphabet Soup デビュー 2011．11．5 東京1着

2009．4．10生 牝4鹿 母 エービーヌードル 母母 Rasant 12戦3勝 賞金 56，682，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウイングドウィール号・トーセンインディ号
※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。

09058 4月6日 雨 良 （25中山3）第5日 第10競走 ��
��2，200�

わんがん

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

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

11 サトノシュレン 牡5黒鹿57 戸崎 圭太里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 480－ 82：12．6 10．8�
22 シゲルササグリ 牡4黒鹿57 松山 弘平森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 492－102：12．81� 63．0�
34 ホッコーブレーヴ 牡5鹿 57 三浦 皇成矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 478－ 4 〃 アタマ 25．3�
47 ジャングルハヤテ 牡6黒鹿57 田辺 裕信伊藤 誠吉氏 大和田 成 新ひだか グランド牧場 484＋ 22：13．33 35．5�
59 フェデラルホール 牡4黒鹿57 吉田 隼人吉田 勝己氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 アタマ 3．5�
46 ダ ノ ン ミ ル 	5栗 57 岩田 康誠�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 462－ 22：13．51� 17．6	
23 マイネルメダリスト 牡5鹿 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 492＋102：13．71 4．7

814 ブリッジクライム 牝4鹿 55 横山 典弘吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 448－ 6 〃 クビ 7．5�
712 アイスフォーリス 牝4芦 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 460－ 6 〃 ハナ 16．8
611 リ ベ ル タ ス 牡5鹿 57 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 508－10 〃 ハナ 3．5�

（仏）

58 エクセリオン 牡6芦 57 北村 宏司岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 478± 02：13．91
 130．2�
35 � エドノヤマト 牡6青 57 吉田 豊遠藤 喜松氏 梅田 智之 日高 エンドレス

ファーム 478－ 22：14．11
 52．3�
815 ダイバーシティ 	8鹿 57 柴田 大知 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム B462＋ 42：14．73� 305．1�
610� リリエンタール 牡6鹿 57 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida 442± 02：14．8� 72．8�
713 マイネルシュトルム 牡7栗 57 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 平山牧場 512－122：15．01
 166．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 41，887，500円 複勝： 77，343，300円 枠連： 28，257，900円
馬連： 139，042，600円 馬単： 72，854，300円 ワイド： 50，146，600円
3連複： 152，969，200円 3連単： 272，557，400円 計： 835，058，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 420円 � 1，350円 � 670円 枠 連（1－2） 1，690円

馬 連 �� 19，900円 馬 単 �� 32，950円

ワ イ ド �� 4，910円 �� 2，070円 �� 6，160円

3 連 複 ��� 75，870円 3 連 単 ��� 395，960円

票 数

単勝票数 計 418875 的中 � 30809（5番人気）
複勝票数 計 773433 的中 � 53023（5番人気）� 14059（11番人気）� 30186（8番人気）
枠連票数 計 282579 的中 （1－2） 12393（7番人気）
馬連票数 計1390426 的中 �� 5159（46番人気）
馬単票数 計 728543 的中 �� 1632（80番人気）
ワイド票数 計 501466 的中 �� 2502（46番人気）�� 6064（23番人気）�� 1987（53番人気）
3連複票数 計1529692 的中 ��� 1488（160番人気）
3連単票数 計2725574 的中 ��� 508（836番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．6―37．0―49．3―1：01．9―1：14．2―1：26．6―1：38．2―1：49．6―2：01．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．4
1
3
1，2（3，6）（4，13）5（9，15）（7，10）8，14，11，12・（1，2）（3，6，13）（4，5，15）10（9，7，14）（8，12）11

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

サトノシュレン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2011．1．23 小倉1着

2008．5．17生 牡5黒鹿 母 レッドダイヤモンド 母母 マチカネエルベ 17戦5勝 賞金 82，374，000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。



09059 4月6日 雨 良 （25中山3）第5日 第11競走 ��
��1，600�第31回ニュージーランドトロフィー（ＧⅡ）

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

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

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，120，000円 320，000円 160，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

612� エーシントップ 牡3黒鹿56 内田 博幸�栄進堂 西園 正都 米
Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

524－101：34．8 3．4�
24 レッドアリオン 牡3鹿 56 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 470＋ 2 〃 クビ 6．9�
23 � ストーミングスター 牡3鹿 56 柴田 善臣�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 458－ 2 〃 ハナ 105．6�
36 プリムラブルガリス 牡3鹿 56 M．デムーロ吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 474－ 81：35．11	 14．1�

（仏）

47 カシノピカチュウ 牡3鹿 56 西田雄一郎柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 472± 0 〃 クビ 79．1	
48 モグモグパクパク 牡3栗 56 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 454± 01：35．31
 31．5

713 マイネルホウオウ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 482－ 4 〃 ハナ 8．5�
35 ガ チ バ ト ル 牡3栗 56 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 444± 0 〃 アタマ 50．9�
11 ゴットフリート 牡3栗 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 466－ 21：35．4クビ 2．5
510 ザ ラ ス ト ロ 牡3鹿 56 松岡 正海高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 482－ 61：35．5
 99．9�
714 ワ ー ル ン ガ 牡3栗 56 松山 弘平 H.R.H．プリンセス・ハヤ 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438－ 61：35．71� 142．2�
815 マンボネフュー 牡3青 56 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464± 0 〃 クビ 13．8�

59 ディアセルヴィス 牡3鹿 56 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 454± 01：35．91� 218．9�
12 ラヴネヴァーダイズ 牝3鹿 54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 408－ 41：36．0
 464．3�
816 グランプリナイト 牡3黒鹿56 岩田 康誠�グランプリ 鮫島 一歩 新ひだか 川端 英幸 476－ 41：36．85 109．8�
611 サクラディソール 牝3鹿 54 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 420－ 21：38．29 19．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 108，759，400円 複勝： 176，320，900円 枠連： 74，620，500円
馬連： 397，785，700円 馬単： 207，164，600円 ワイド： 139，806，700円
3連複： 515，313，500円 3連単： 981，242，400円 計： 2，601，013，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 240円 � 1，810円 枠 連（2－6） 1，390円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 630円 �� 5，120円 �� 6，680円

3 連 複 ��� 50，240円 3 連 単 ��� 195，350円

票 数

単勝票数 計1087594 的中 � 253387（2番人気）
複勝票数 計1763209 的中 � 313289（2番人気）� 208688（4番人気）� 19080（11番人気）
枠連票数 計 746205 的中 （2－6） 39709（6番人気）
馬連票数 計3977857 的中 �� 190267（5番人気）
馬単票数 計2071646 的中 �� 58940（10番人気）
ワイド票数 計1398067 的中 �� 59573（5番人気）�� 6474（42番人気）�� 4942（48番人気）
3連複票数 計5153135 的中 ��� 7570（107番人気）
3連単票数 計9812424 的中 ��� 3707（423番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．8―12．1―12．2―11．7―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．7―47．8―1：00．0―1：11．7―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

�エーシントップ �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2012．6．17 阪神1着

2010．3．28生 牡3黒鹿 母 Ecology 母母 Gdansk’s Honour 6戦5勝 賞金 149，513，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 フルーキー号・ラシーマ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりエーシントップ号・レッドアリオン号・ストーミングスター号は，NHKマイルカップ（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。

09060 4月6日 雨 稍重 （25中山3）第5日 第12競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時20分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

815 メイショウブンブク 牡7栗 57 柴田 善臣松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 酒井 静男 462－ 42：35．9 12．2�
35 トーセンセカイオー 牡4鹿 57 横山 典弘島川 �哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 484± 02：36．43 3．4�
713 テイエムデジタル 牡4鹿 57 石橋 脩竹園 正繼氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 484－ 42：36．5� 23．1�
611 タ ナ ト ス 牡5黒鹿 57

55 △杉原 誠人榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 466＋ 62：36．82 3．3�
612 テーオーストーム 牡7鹿 57 三浦 皇成小笹 公也氏 藤岡 健一 門別 ヤナガワ牧場 486－ 22：36．9� 11．3�
59 ルシャンベルタン 牡5鹿 57 北村 宏司嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B492＋ 62：37．11� 77．7	
11 トウカイノーマル 牡6青鹿57 川須 栄彦内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 532± 02：37．42 44．9

23 ステアトゥヘヴン 牡4鹿 57 吉田 豊 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 522－ 42：37．5クビ 15．6�
816 ハシルヨミテテ 牡6鹿 57 吉田 隼人田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム 524－ 22：38．24 31．5
24 ハワイアンソルト 牡4芦 57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－ 62：38．3クビ 5．5�
510 トランソニック 牡7栗 57 M．デムーロ太田 美實氏 庄野 靖志 門別 天羽牧場 472－ 42：38．51 20．5�

（仏）

47 ブリリアントシチー 牡6栗 57 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 今井 秀樹 524－ 82：38．82 213．3�
36 カシノピストン 牡6芦 57 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 熊本 竹原 孝昭 468± 02：39．01 552．4�
12 ジーガートップ 牡7栗 57 江田 照男�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 514＋ 22：40．7大差 150．5�
48 シベリアンファクト 牡6栗 57 田中 勝春藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 484－ 42：41．44 57．8�
714 テラノコブラ 牡5栗 57 岩田 康誠寺田 寿男氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 478± 0 （競走中止） 19．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，288，600円 複勝： 63，780，000円 枠連： 39，357，900円
馬連： 129，545，500円 馬単： 71，855，700円 ワイド： 54，878，900円
3連複： 160，272，200円 3連単： 294，377，800円 計： 855，356，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 330円 � 150円 � 540円 枠 連（3－8） 1，510円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 810円 �� 2，650円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 12，710円 3 連 単 ��� 79，030円

票 数

単勝票数 計 412886 的中 � 26726（5番人気）
複勝票数 計 637800 的中 � 45313（5番人気）� 150544（1番人気）� 24680（9番人気）
枠連票数 計 393579 的中 （3－8） 19308（7番人気）
馬連票数 計1295455 的中 �� 44435（7番人気）
馬単票数 計 718557 的中 �� 9183（20番人気）
ワイド票数 計 548789 的中 �� 17481（7番人気）�� 4939（29番人気）�� 10078（16番人気）
3連複票数 計1602722 的中 ��� 9310（42番人気）
3連単票数 計2943778 的中 ��� 2749（230番人気）

ハロンタイム 13．2―12．5―12．8―13．3―13．5―14．1―13．8―13．0―12．4―11．9―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．7―38．5―51．8―1：05．3―1：19．4―1：33．2―1：46．2―1：58．6―2：10．5―2：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．7―3F37．3
1
�

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

2
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウブンブク �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2009．1．24 京都4着

2006．5．14生 牡7栗 母 ダイワデリカシー 母母 ダイワアンジェラ 23戦4勝 賞金 50，720，000円
〔発走状況〕 テラノコブラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 テラノコブラ号は，発走合図直後に発馬機内で立上り，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 テラノコブラ号の騎手岩田康誠は，発馬機内での御法について過怠金10，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 テラノコブラ号は，平成25年4月7日から平成25年5月6日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
※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 タイセイモンスター号・ディアフロイデ号
※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。



（25中山3）第5日 4月6日（土曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 186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

267，060，000円
2，080，000円
6，720，000円
2，600，000円
24，450，000円
69，272，500円
5，108，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
414，398，200円
753，381，600円
293，604，600円
1，212，850，100円
706，938，800円
491，283，700円
1，488，046，500円
2，725，616，400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
計 8，086，119，900円

総入場人員 18，973名 （有料入場人員 17，239名）
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