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09061 4月12日 晴 重 （27中山3）第6日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55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

612 ユ ッ コ 牝3栗 54 三浦 皇成瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 476± 01：56．6 6．7�
35 ファストクリス 牝3鹿 54 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 442＋ 41：56．92 29．3�
36 マカワオクイーン 牝3栗 54 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 470－ 21：57．53� 1．6�
815 ダイヤモンドバブル 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 482＋121：57．81� 8．4�
12 テ ッ プ シ ー 牝3芦 54 内田 博幸平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 452＋ 21：58．01� 23．4	
714 アサヒノマッチ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人蔭山 尚正氏 栗田 徹 安平 追分ファーム 464－ 81：58．31� 11．2

47 アフェクトダンサー 牝3鹿 54 村田 一誠中江 隆一氏 高市 圭二 新冠 片倉 拓司 486－ 4 〃 クビ 46．0�
816 スターフィッシュ 牝3鹿 54 江田 照男�下河辺牧場 松山 将樹 日高 下河辺牧場 442＋ 2 〃 ハナ 132．6
11 グランデクオーレ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 �社台レースホース田島 俊明 千歳 社台ファーム 446＋ 41：58．51 6．1�
510 ウエスタンジュリア 牝3鹿 54 田中 勝春西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 428－ 61：58．71� 222．3�
24 ホホエムオンナ 牝3鹿 54 国分 優作�大北牧場 佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 434－ 61：58．91� 307．1�
48 ラ フ ァ ー ガ 牝3青鹿54 秋山真一郎岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 474＋ 21：59．11 102．5�
611 ミ エ ル 牝3鹿 54 柴山 雄一落合 幸弘氏 武井 亮 日高 下河辺牧場 B464＋ 21：59．31� 107．1�
23 エフティアシュリー 牝3青鹿54 木幡 初広吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 488＋ 21：59．51 329．6�
59 ルスナイエリザベス 牝3鹿 54 柴田 未崎�髙昭牧場 和田 雄二 浦河 高昭牧場 454＋ 21：59．82 453．2�
713 エリーアイズ 牝3黒鹿54 伊藤 工真谷川 正純氏 佐藤 吉勝 むかわ 市川牧場 440－ 41：59．9� 276．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，317，100円 複勝： 36，257，700円 枠連： 11，969，900円
馬連： 41，708，800円 馬単： 27，978，400円 ワイド： 21，743，900円
3連複： 54，846，200円 3連単： 91，627，500円 計： 302，449，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 190円 � 380円 � 110円 枠 連（3－6） 500円

馬 連 �� 5，850円 馬 単 �� 9，730円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 280円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 21，360円

票 数

単勝票数 計 163171 的中 � 19241（3番人気）
複勝票数 計 362577 的中 � 25556（3番人気）� 9241（7番人気）� 220368（1番人気）
枠連票数 計 119699 的中 （3－6） 18247（2番人気）
馬連票数 計 417088 的中 �� 5522（16番人気）
馬単票数 計 279784 的中 �� 2156（29番人気）
ワイド票数 計 217439 的中 �� 4262（16番人気）�� 21826（2番人気）�� 11961（5番人気）
3連複票数 計 548462 的中 ��� 23226（7番人気）
3連単票数 計 916275 的中 ��� 3110（66番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―13．6―13．7―13．0―12．8―12．7―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―38．7―52．4―1：05．4―1：18．2―1：30．9―1：43．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ユ ッ コ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2014．10．25 東京13着

2012．1．25生 牝3栗 母 キッズスター 母母 Dart Star 5戦1勝 賞金 6，300，000円

09062 4月12日 晴 重 （27中山3）第6日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時25分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815 ワンラヴワンハート 牡3青鹿56 藤田 伸二山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 474－101：11．5 3．9�
47 トミケンキルカス 牡3栗 56 三浦 皇成冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 502＋ 81：11．71� 17．2�
12 シャトルソニック 牡3鹿 56 蛯名 正義細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 村上 欽哉 482＋ 2 〃 クビ 1．3�
816 ヤマニンピエドール 牡3黒鹿56 江田 照男土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 466＋ 21：11．8クビ 32．0�
713 リッコデラコルト 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人�G1レーシング 武藤 善則 千歳 社台ファーム 480＋ 21：12．11� 10．6�
23 ヴ ァ ー サ ス 牡3青鹿56 柴山 雄一	本桐牧場 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 448－ 41：12．95 54．5

611 スマートガール 牝3芦 54 国分 優作西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 454－ 61：13．11� 189．9�
510 デ ィ ナ ー ル 牡3鹿 56 木幡 初広江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 442－ 61：13．2� 322．3�
11 シゲルノマオイ 牡3栗 56 内田 博幸森中 蕃氏 松永 康利 浦河 中村 雅明 478＋101：13．41� 205．2
714 サンコールドウェル 牡3鹿 56 岩部 純二加藤 信之氏 的場 均 日高 シンボリ牧場 492＋ 21：13．93 396．4�
612 ミ ス ラ イ ト 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�Basic 田島 俊明 新冠 佐藤 信広 474－ 41：14．0� 126．4�
48 イ ワ 牡3黒鹿56 伊藤 工真田頭 勇貴氏 竹内 正洋 浦河 一珍棒牧場 466－ 4 〃 クビ 62．4�
36 カシノフレンジー 牡3鹿 56 秋山真一郎柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 506－ 21：14．21� 177．1�
24 カポスクオーラ 牡3黒鹿56 大野 拓弥�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466± 01：14．4� 52．9�
35 パ シ ナ 牝3鹿 54 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 456－ 21：14．61� 273．8�
59 マ イ タ ー ン 牝3鹿 54 大庭 和弥髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 豊郷牧場 436－141：18．1大差 236．5�
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売 得 金
単勝： 28，891，000円 複勝： 89，225，600円 枠連： 14，918，200円
馬連： 55，182，400円 馬単： 44，708，400円 ワイド： 25，793，600円
3連複： 63，788，700円 3連単： 130，944，600円 計： 453，452，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 120円 � 180円 � 100円 枠 連（4－8） 2，430円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 5，350円

ワ イ ド �� 650円 �� 160円 �� 280円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 10，680円

票 数

単勝票数 計 288910 的中 � 59017（2番人気）
複勝票数 計 892256 的中 � 52481（2番人気）� 23729（4番人気）� 718519（1番人気）
枠連票数 計 149182 的中 （4－8） 4742（6番人気）
馬連票数 計 551824 的中 �� 14596（8番人気）
馬単票数 計 447084 的中 �� 6264（13番人気）
ワイド票数 計 257936 的中 �� 7928（8番人気）�� 52746（1番人気）�� 21539（3番人気）
3連複票数 計 637887 的中 ��� 60002（2番人気）
3連単票数 計1309446 的中 ��� 8889（32番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―12．1―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―46．6―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．0
3 ・（7，8，15）（2，13，16）（3，10，11）（6，4，12）－14，5－1＝9 4 ・（7，15）（2，8，13，16）3（10，11）－（6，12）4－14（5，1）＝9

勝馬の
紹 介

ワンラヴワンハート �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．6．22 函館8着

2012．3．5生 牡3青鹿 母 パ サ パ 母母 スイートマイハート 10戦1勝 賞金 9，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイターン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月12日まで平地競走に

出走できない。

第３回 中山競馬 第６日



09063 4月12日 晴 重 （27中山3）第6日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

33 レッドカノーヴァ 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ
ファーム 470－ 41：55．3 1．1�

813 アライドメジャーズ 牡3栗 56 内田 博幸木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 442＋ 61：55．51� 24．6�
57 コ マ ク サ 牡3黒鹿56 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 464± 01：55．92� 23．7�
11 トーセンモバイル 牡3鹿 56 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 484± 01：56．11� 7．5�
69 ローレルウラノス 牡3栗 56 柴山 雄一 �ローレルレーシング 本間 忍 浦河 太陽牧場 502－ 41：56．31 23．0	
814 ダイゴマサムネ 牡3栗 56 勝浦 正樹長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 484－ 2 〃 ハナ 276．2

45 ク ピ ド 牡3鹿 56 大野 拓弥�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 友田牧場 450± 01：56．51� 75．2�
46 サダムルーティン 牝3鹿 54 蛯名 正義大西 定氏 田中 剛 浦河 桑田牧場 454± 01：56．81� 11．1
711 ユニコーンスター 牡3栗 56 国分 優作田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 新ひだか 聖心台牧場 450＋ 31：57．43� 55．5�
712 ケンリュウセイ 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 490－ 41：58．14 179．2�
34 ハ ー ツ キ ー 牝3黒鹿54 藤田 伸二橋元 勇氣氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：58．31� 184．4�
610 ジューンベル 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�菅井牧場 松山 将樹 新冠 カミイスタット 394－ 21：59．15 192．2�
58 セイユウムサシ �3鹿 56 伊藤 工真星 雄一郎氏 佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 452＋ 22：00．59 318．9�
22 シュートオフ 牡3鹿 56 木幡 初広�日進牧場 杉浦 宏昭 様似 スイートフアーム B494＋ 82：02．6大差 96．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，215，700円 複勝： 88，982，300円 枠連： 14，964，200円
馬連： 51，715，100円 馬単： 42，499，400円 ワイド： 27，447，400円
3連複： 65，854，400円 3連単： 146，116，700円 計： 468，795，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 260円 � 230円 枠 連（3－8） 1，000円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 420円 �� 370円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 7，340円

票 数

単勝票数 計 312157 的中 � 209111（1番人気）
複勝票数 計 889823 的中 � 721024（1番人気）� 18496（5番人気）� 22585（4番人気）
枠連票数 計 149642 的中 （3－8） 11571（4番人気）
馬連票数 計 517151 的中 �� 34553（5番人気）
馬単票数 計 424994 的中 �� 25246（5番人気）
ワイド票数 計 274474 的中 �� 17370（4番人気）�� 20293（3番人気）�� 4262（14番人気）
3連複票数 計 658544 的中 ��� 17909（10番人気）
3連単票数 計1461167 的中 ��� 14424（21番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．4―13．2―13．4―13．1―13．0―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．4―49．6―1：03．0―1：16．1―1：29．1―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．2
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レッドカノーヴァ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Theatrical デビュー 2015．2．14 東京7着

2012．2．20生 牡3黒鹿 母 スープリムゴディス 母母 Veil of Avalon 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイユウムサシ号・シュートオフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月

12日まで平地競走に出走できない。

09064 4月12日 晴 重 （27中山3）第6日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時25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

35 シゲルハダカマツリ 牡3鹿 56 蛯名 正義森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 B536＋ 41：11．6 9．3�
24 グランアラミス �3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 池田牧場 490－ 4 〃 クビ 2．5�
611 ウサギノカケアシ 牡3芦 56 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 464－ 8 〃 ハナ 13．5�
713 ヒカリピオニー 牡3栗 56 三浦 皇成�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 前川 義則 492＋ 21：11．8� 3．3�
816 ラストシンデレラ 牝3芦 54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 田中 裕之 478± 0 〃 ハナ 64．6�
815 ジ ェ ロ ニ モ 牡3栗 56 木幡 初広平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 様似 林 時春 460± 01：11．9� 11．3	
47 イ ア ペ ト ス 牡3鹿 56 内田 博幸
ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 470＋ 8 〃 クビ 8．0�
510 レ ベ ニ ュ ー 牡3黒鹿56 田中 勝春嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 466＋ 41：12．0クビ 34．5�
59 プ ラ セ ン タ 牝3青鹿 54

51 ▲石川裕紀人
ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 452＋ 4 〃 クビ 16．8
714 カ キ ツ バ タ 牝3黒鹿54 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 416＋ 9 〃 ハナ 294．5�
36 ティティショウジュ 牡3黒鹿56 柴山 雄一田畑 利彦氏 石毛 善彦 新ひだか 桑嶋 峰雄 474－ 21：12．1クビ 61．8�
48 ク ド ー ス 牡3栗 56 伊藤 工真窪田 康志氏 栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 456－ 41：12．95 27．3�
23 キョウエイビジン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行田中 晴夫氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 420－ 61：13．32� 533．2�
12 ロゼスピリッツ 牝3栗 54 大庭 和弥髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 448± 01：13．4� 309．8�
612 デルマハチゴロウ 牡3鹿 56 柴田 未崎浅沼 廣幸氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 476 ―1：13．5クビ 232．9�
11 フジサンボンド 牡3鹿 56 村田 一誠藤田 秀行氏 的場 均 浦河 三好牧場 476± 01：14．35 184．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，329，600円 複勝： 37，557，800円 枠連： 15，700，700円
馬連： 69，204，200円 馬単： 38，266，200円 ワイド： 34，527，800円
3連複： 81，594，200円 3連単： 122，253，000円 計： 424，433，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 200円 � 130円 � 270円 枠 連（2－3） 900円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，540円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 20，170円

票 数

単勝票数 計 253296 的中 � 21662（4番人気）
複勝票数 計 375578 的中 � 42939（3番人気）� 105679（1番人気）� 27487（6番人気）
枠連票数 計 157007 的中 （2－3） 13450（2番人気）
馬連票数 計 692042 的中 �� 47795（2番人気）
馬単票数 計 382662 的中 �� 9507（10番人気）
ワイド票数 計 345278 的中 �� 21165（2番人気）�� 5270（19番人気）�� 20140（3番人気）
3連複票数 計 815942 的中 ��� 19538（9番人気）
3連単票数 計1222530 的中 ��� 4393（59番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．7―12．2―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．3―46．5―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルハダカマツリ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．8．17 新潟13着

2012．5．16生 牡3鹿 母 アメイジング 母母 イブキロングラン 11戦1勝 賞金 10，250，000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 デュアルフレイム号



09065 4月12日 晴 良 （27中山3）第6日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時15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

24 ダークネブラス 牡3青鹿56 蛯名 正義 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 22：03．6 2．5�

510 マウントミッチェル 牡3鹿 56 秋山真一郎阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド 444－ 2 〃 ハナ 8．9�
59 ル レ イ ヴ 牡3黒鹿56 田中 勝春山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 496＋ 8 〃 ハナ 5．9�
48 トーカティヴ 牡3青鹿56 江田 照男 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－ 42：03．81� 24．9�
715 ウインスペクトル 牡3鹿 56 三浦 皇成�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 456＋ 6 〃 アタマ 4．0	
816 サトノファンタス 牡3鹿 56 藤田 伸二里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 426＋ 82：04．01� 46．0

36 インスタントリー 牡3黒鹿56 大野 拓弥岡 浩二氏 小笠 倫弘 えりも エクセルマネジメント 462－ 42：04．31	 24．3�
817 コスモヴェルフェン 牡3黒鹿56 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 466＋102：04．51� 158．8�
35 ブラヴューラ 牡3鹿 56 大庭 和弥田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 462＋ 6 〃 クビ 207．0
713 ディアエスタード 牡3鹿 56 勝浦 正樹ディアレスト 松永 康利 浦河 松栄牧場 492－ 2 〃 ハナ 8．4�
11 トーセンパンサー 牡3栗 56 内田 博幸島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 434＋ 62：04．6クビ 112．3�
47 ドリームアラウンド 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行セゾンレースホース� 畠山 吉宏 新冠 五丸農場 B484＋ 42：04．7� 106．8�
611 クリノトイトイ 牡3栗 56 武士沢友治栗本 博晴氏 大江原 哲 青森 藤森 亮二 434± 0 〃 クビ 240．7�
714 アサクサフルート 牝3鹿 54 木幡 初広山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 440＋ 32：04．91� 295．9�
612 アラビアンローズ 牝3黒鹿54 国分 優作吉田 勝利氏 尾形 和幸 新ひだか 坂本牧場 434－ 42：05．0� 64．0�
818 ビッグチャンピオン 牡3黒鹿56 村田 一誠坪野谷和平氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 486± 0 〃 クビ 86．3�
23 コ イ オ ス 牡3青鹿 56

53 ▲石川裕紀人�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 中田 英樹 510－ 22：05．1クビ 246．9�
12 ゲンパチインパクト 牡3黒鹿56 柴山 雄一平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 杵臼牧場 472 ―2：07．0大差 21．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，493，700円 複勝： 28，540，700円 枠連： 18，027，800円
馬連： 56，010，200円 馬単： 31，320，600円 ワイド： 26，628，400円
3連複： 67，270，200円 3連単： 96，641，800円 計： 344，933，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 210円 � 210円 枠 連（2－5） 550円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 480円 �� 460円 �� 920円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 12，610円

票 数

単勝票数 計 204937 的中 � 63883（1番人気）
複勝票数 計 285407 的中 � 71745（1番人気）� 29862（5番人気）� 30221（4番人気）
枠連票数 計 180278 的中 （2－5） 25253（3番人気）
馬連票数 計 560102 的中 �� 33418（4番人気）
馬単票数 計 313206 的中 �� 10972（6番人気）
ワイド票数 計 266284 的中 �� 14402（4番人気）�� 15330（3番人気）�� 6958（11番人気）
3連複票数 計 672702 的中 ��� 18558（8番人気）
3連単票数 計 966418 的中 ��� 5554（30番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．6―13．0―12．9―12．7―12．2―11．9―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．2―36．8―49．8―1：02．7―1：15．4―1：27．6―1：39．5―1：51．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．0
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ダークネブラス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Danehill デビュー 2014．10．18 福島6着

2012．3．15生 牡3青鹿 母 マイベストスター 母母 My First Star 5戦1勝 賞金 7，050，000円

09066 4月12日 晴 重 （27中山3）第6日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時45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

711 センチュリオン 牡3黒鹿56 伊藤 工真窪田 康志氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504－ 81：52．9 2．8�

813 キングノヨアケ 牡3黒鹿 56
53 ▲石川裕紀人平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 B486－ 41：53．22 12．4�

44 ワトソンクリック 牡3鹿 56 内田 博幸本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 496＋ 21：53．51� 4．7�
57 アイファーラブオー 牡3鹿 56 勝浦 正樹中島 稔氏 �島 一歩 新ひだか 静内山田牧場 524－ 41：53．92	 8．1�
710 バルビエール 牡3鹿 56 三浦 皇成吉田 和美氏 武井 亮 新ひだか タイヘイ牧場 500－ 41：54．0クビ 7．8�
812 ア ル タ ー 
3栗 56 柴山 雄一吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 504－ 21：54．1� 26．8�
45 � デ ブ リ ン 牡3栗 56 藤田 伸二一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-

ble, LLC 500－ 61：54．2� 32．0	
69 トウカイバレット 牡3黒鹿56 秋山真一郎内村 正則氏 安田 隆行 新冠 ハシモトフアーム 490＋ 81：54．73 31．9

11 パイロキシン 牡3栗 56 村田 一誠加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 484－ 6 〃 クビ 59．3�
22 パッショネイトラン 牡3鹿 56 蛯名 正義米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 長谷部牧場 526－ 21：55．23 5．6�
33 シャイントラベラー 牡3黒鹿56 武士沢友治皆川 博文氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 472－ 21：55．73 237．7
68 リヴゴーシュ 牡3栗 56 江田 照男�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 526－ 81：56．23 114．5�
56 ソルプレーサ 牡3黒鹿56 大野 拓弥西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 508＋142：03．4大差 17．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，851，600円 複勝： 39，399，300円 枠連： 18，056，200円
馬連： 69，837，800円 馬単： 37，544，000円 ワイド： 33，011，900円
3連複： 83，159，200円 3連単： 125，420，100円 計： 437，280，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 310円 � 160円 枠 連（7－8） 1，190円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 380円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 20，070円

票 数

単勝票数 計 308516 的中 � 85672（1番人気）
複勝票数 計 393993 的中 � 71135（1番人気）� 26037（6番人気）� 68759（2番人気）
枠連票数 計 180562 的中 （7－8） 11670（6番人気）
馬連票数 計 698378 的中 �� 15880（13番人気）
馬単票数 計 375440 的中 �� 5578（20番人気）
ワイド票数 計 330119 的中 �� 7126（13番人気）�� 23908（2番人気）�� 10799（10番人気）
3連複票数 計 831592 的中 ��� 15810（10番人気）
3連単票数 計1254201 的中 ��� 4529（56番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．8―13．4―12．6―12．4―12．4―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．7―50．1―1：02．7―1：15．1―1：27．5―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．8
1
3
7（6，13）－9－（2，11）10，4，5，12（3，8）－1
7，13，9，11（6，4，10）（2，12，1，5）－3，8

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

勝馬の
紹 介

センチュリオン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．3．14 中山1着

2012．1．31生 牡3黒鹿 母 ハンドレッドスコア 母母 サンデーエイコーン 2戦2勝 賞金 13，200，000円
〔調教再審査〕 ソルプレーサ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ソルプレーサ号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



09067 4月12日 晴 良 （27中山3）第6日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時15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

35 ロジプリンセス 牝5青 55 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：33．8 15．1�
815 イントロダクション 牝4栗 55 蛯名 正義 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 426± 0 〃 ハナ 5．0�
612 サクラディソール 牝5鹿 55 藤田 伸二�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 436－ 6 〃 ハナ 7．3�
611 ツクバアスナロ 牝4鹿 55 田中 勝春荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 洞�湖 レイクヴィラファーム 466＋101：34．01	 18．1�
12 チョコレートバイン 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 434＋ 6 〃 アタマ 2．9	
36 
 マリーナベイ 牡4青鹿56 秋山真一郎保坂 和孝氏 斎藤 誠 豪

Valeata Bloodstock
Pty Ltd, Cap
Jaluca Pty Ltd

B482－ 61：34．1� 36．0

713 ポップジェムズ �5鹿 57 江田 照男吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B470＋ 21：34．31	 20．2�
11 マイネプレセア 牝4青鹿55 柴田 未崎 �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 444－ 2 〃 クビ 31．9�
47 コウヨウマリア 牝4鹿 55 大野 拓弥寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 474－ 21：34．51� 56．1
59  エ ル ゴ レ ア 牝4鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 476＋171：34．6クビ 10．8�
714 コスモラパン 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 408－ 2 〃 クビ 40．6�
23 オンタケハート 牡4鹿 57 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 484＋ 21：34．7クビ 6．3�
816 スプリングシャトル 牡5栗 57 村田 一誠加藤 春夫氏 松永 康利 様似 堀 弘康 502＋301：35．02 235．8�
48 ニシノスタイル 牡6鹿 57 江田 勇亮成田 隆好氏 根本 康広 新冠 川上牧場 514＋14 〃 クビ 336．8�
510 クリノハッチャン 牝4鹿 55 大庭 和弥栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 450± 01：35．21� 26．3�
24 タイザンホクト 牡5鹿 57 国分 優作�日進牧場 竹内 正洋 浦河 日進牧場 500＋ 21：36．15 161．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，277，300円 複勝： 44，425，000円 枠連： 21，846，200円
馬連： 81，252，800円 馬単： 39，205，700円 ワイド： 40，074，300円
3連複： 94，980，700円 3連単： 130，719，500円 計： 482，781，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 430円 � 190円 � 240円 枠 連（3－8） 2，790円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 7，480円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 1，830円 �� 710円

3 連 複 ��� 7，040円 3 連 単 ��� 54，560円

票 数

単勝票数 計 302773 的中 � 16031（6番人気）
複勝票数 計 444250 的中 � 22552（6番人気）� 68276（2番人気）� 49927（4番人気）
枠連票数 計 218462 的中 （3－8） 6063（15番人気）
馬連票数 計 812528 的中 �� 20583（11番人気）
馬単票数 計 392057 的中 �� 3929（27番人気）
ワイド票数 計 400743 的中 �� 8417（11番人気）�� 5454（24番人気）�� 15097（5番人気）
3連複票数 計 949807 的中 ��� 10111（22番人気）
3連単票数 計1307195 的中 ��� 1737（172番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．1―11．5―12．0―12．0―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．2―34．3―45．8―57．8―1：09．8―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0

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

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

勝馬の
紹 介

ロジプリンセス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pivotal デビュー 2013．1．27 東京1着

2010．3．6生 牝5青 母 ペンカナプリンセス 母母 Tiriana 13戦2勝 賞金 23，818，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダイワフェーム号・ダノンビーナス号
（非抽選馬） 1頭 トルセドール号

09068 4月12日 晴 重 （27中山3）第6日 第8競走 ��2，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時45分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

55 サトノセレリティ 牡4鹿 57 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B486＋ 22：37．9 3．5�
78 � ジャックポット 牡4鹿 57 江田 照男�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 478－ 42：38．22 74．4�
44 トゥインクル 牡4栗 57 大野 拓弥畑佐 博氏 高柳 瑞樹 日高 いとう牧場 466－ 22：38．41� 3．8�
22 キネオフライト 牡4栗 57 勝浦 正樹吉田 千津氏 中舘 英二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520＋ 2 〃 ハナ 27．6�
89 バ ン ク シ ー 牡5鹿 57 柴山 雄一渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 496－ 6 〃 クビ 26．3�
810� ピ ー キ ー 牡4鹿 57 内田 博幸 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 474＋172：38．5クビ 11．8

66 ドラゴンズタイム 牡4鹿 57 三浦 皇成窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 432＋ 22：38．6� 2．4�
77 � キングラナキラ 牡4鹿 57

54 ▲石川裕紀人桑畑 �信氏 大竹 正博 洞	湖 レイクヴィラファーム 516＋16 〃 クビ 16．8
33 クラウンシュバルツ 牡5栗 57 国分 優作	クラウン 大根田裕之 青森 一山育成牧場 474－ 62：40．19 16．9�
11 � ニューコネクション 牡8栗 57 武士沢友治吉橋 計氏 石毛 善彦 新冠 新冠橋本牧場 B502＋ 42：40．2
 171．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，657，600円 複勝： 33，092，800円 枠連： 15，950，900円
馬連： 64，168，400円 馬単： 39，900，700円 ワイド： 28，820，700円
3連複： 75，420，100円 3連単： 167，624，400円 計： 451，635，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 1，270円 � 170円 枠 連（5－7） 4，350円

馬 連 �� 19，890円 馬 単 �� 29，680円

ワ イ ド �� 4，500円 �� 290円 �� 4，040円

3 連 複 ��� 18，630円 3 連 単 ��� 149，290円

票 数

単勝票数 計 266576 的中 � 60264（2番人気）
複勝票数 計 330928 的中 � 52891（3番人気）� 4796（9番人気）� 58991（2番人気）
枠連票数 計 159509 的中 （5－7） 2840（12番人気）
馬連票数 計 641684 的中 �� 2500（30番人気）
馬単票数 計 399007 的中 �� 1008（50番人気）
ワイド票数 計 288207 的中 �� 1483（31番人気）�� 30707（3番人気）�� 1658（28番人気）
3連複票数 計 754201 的中 ��� 3036（40番人気）
3連単票数 計1676244 的中 ��� 814（247番人気）

ハロンタイム 13．9―12．6―13．6―13．4―14．2―14．5―13．9―12．7―12．1―11．9―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．9―26．5―40．1―53．5―1：07．7―1：22．2―1：36．1―1：48．8―2：00．9―2：12．8―2：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→
」 上り4F49．1―3F37．0
1
�
8，7（5，9）（2，4，10）（1，6）3・（8，7）（5，9，4）（2，10）6，1，3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノセレリティ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 タイトスポット デビュー 2014．2．24 東京12着

2011．4．6生 牡4鹿 母 ディアウィンク 母母 セ イ レ イ 6戦2勝 賞金 18，900，000円



09069 4月12日 晴 良 （27中山3）第6日 第9競走 ��1，800�デ イ ジ ー 賞
発走14時15分 （芝・右）

牝，3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 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

11 ディープジュエリー 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 484－101：50．4 1．8�
88 クインズミラーグロ 牝3黒鹿54 蛯名 正義 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 430－ 21：50．5� 4．2�
55 メイショウサワヤカ 牝3黒鹿54 江田 照男松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B446± 01：50．6� 15．7�
89 サ ザ ナ ミ 牝3鹿 54 秋山真一郎 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 396－ 81：50．7クビ 5．8�
66 ギンザヴィクトリア 牝3黒鹿54 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 426－ 21：50．8� 21．8�
22 ツクバスマイル 牝3青鹿54 田中 勝春荻原 昭二氏 尾形 充弘 平取 清水牧場 486－ 81：51．01� 9．4	
77 タイヨウノコ 牝3鹿 54 石川裕紀人髙橋照比古氏 相沢 郁 浦河 林 孝輝 470－ 81：51．1クビ 32．0

44 トーセンナチュラル 牝3黒鹿54 大野 拓弥島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 422－ 4 〃 アタマ 25．1�
33 ナ ス カ ザ ン 牝3鹿 54 三浦 皇成小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B466－ 41：51．84 42．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 41，748，200円 複勝： 48，726，600円 枠連： 21，814，300円
馬連： 89，926，400円 馬単： 56，866，900円 ワイド： 38，341，500円
3連複： 95，753，700円 3連単： 235，430，900円 計： 628，608，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 280円 枠 連（1－8） 200円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 220円 �� 470円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 4，120円

票 数

単勝票数 計 417482 的中 � 178896（1番人気）
複勝票数 計 487266 的中 � 170190（1番人気）� 79095（2番人気）� 27588（6番人気）
枠連票数 計 218143 的中 （1－8） 81868（1番人気）
馬連票数 計 899264 的中 �� 132870（2番人気）
馬単票数 計 568669 的中 �� 62321（2番人気）
ワイド票数 計 383415 的中 �� 52816（1番人気）�� 19372（6番人気）�� 13697（9番人気）
3連複票数 計 957537 的中 ��� 45566（3番人気）
3連単票数 計2354309 的中 ��� 41352（7番人気）

ハロンタイム 13．0―13．0―12．1―12．5―12．2―12．5―11．9―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―26．0―38．1―50．6―1：02．8―1：15．3―1：27．2―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディープジュエリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．2．8 東京1着

2012．5．16生 牝3鹿 母 ジュエルオブザナイト 母母 Jeweled Lady 2戦2勝 賞金 16，238，000円
〔制裁〕 タイヨウノコ号の騎手石川裕紀人は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

09070 4月12日 晴 良 （27中山3）第6日 第10競走 ��
��1，600�

す み だ が わ

隅 田 川 特 別
発走14時50分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，26．4．12以降27．4．5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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

57 サクラダムール 牡5鹿 56 勝浦 正樹�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 西村 和夫 478± 01：34．1 3．5�
33 マリーズケイ 牝4鹿 53 石川裕紀人冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 470± 01：34．2� 7．7�
712 ヘイジームーン 牝4黒鹿54 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 484－ 41：34．41 4．7�
34 コスモエルデスト 牝4鹿 54 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 鳥井 征士 454± 0 〃 ハナ 4．3�
22 ローズマンブリッジ 牝5鹿 53 大野 拓弥吉田 勝己氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 496－ 4 〃 ハナ 14．9	
58 シニョリーナ 牝4青鹿53 江田 照男髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 B450± 01：34．5� 26．2

711 ニシノミチシルベ 牝4鹿 52 村田 一誠西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 川上牧場 B466± 0 〃 ハナ 25．4�
11 ナムラショウリ 牡5鹿 53 国分 優作奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 448＋ 6 〃 クビ 125．0�
46 � シーギリヤガール 牝5栗 52 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 新生ファーム 464－ 21：34．6	 57．6
69 コスモミレネール 牝6鹿 53 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 4 〃 アタマ 20．5�
813 ボブキャット 牡5鹿 55 伊藤 工真村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 522＋ 41：34．81
 9．5�
45 アーマークラッド 牡5栗 54 藤田 伸二吉田 和子氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 2 〃 クビ 19．3�
610 シベリアンタイガー �4鹿 54 柴山 雄一岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 460－ 21：34．9� 66．7�
814 サウンドバラッド �8鹿 52 秋山真一郎増田 雄一氏 佐藤 正雄 千歳 社台ファーム 476± 01：35．0クビ 158．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，236，500円 複勝： 55，580，100円 枠連： 32，754，800円
馬連： 144，497，600円 馬単： 62，743，600円 ワイド： 54，441，300円
3連複： 161，697，800円 3連単： 246，473，500円 計： 794，425，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 200円 � 170円 枠 連（3－5） 460円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 480円 �� 380円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 10，770円

票 数

単勝票数 計 362365 的中 � 82767（1番人気）
複勝票数 計 555801 的中 � 108504（1番人気）� 63367（4番人気）� 86826（3番人気）
枠連票数 計 327548 的中 （3－5） 54167（1番人気）
馬連票数 計1444976 的中 �� 87061（3番人気）
馬単票数 計 627436 的中 �� 23079（5番人気）
ワイド票数 計 544413 的中 �� 29465（3番人気）�� 38897（2番人気）�� 13858（12番人気）
3連複票数 計1616978 的中 ��� 50508（4番人気）
3連単票数 計2464735 的中 ��� 16585（20番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．4―11．5―11．6―11．7―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．2―46．7―58．3―1：10．0―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．8

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

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

サクラダムール �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．2．3 東京12着

2010．3．12生 牡5鹿 母 サクラジュノー 母母 リビエールボレアール 14戦4勝 賞金 53，644，000円

１レース目



09071 4月12日 晴 良 （27中山3）第6日 第11競走 ��
��1，200�

しゅんらい

春雷ステークス
発走15時30分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

612 サカジロロイヤル 牡7黒鹿56 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 512－ 81：08．3 7．1�
12 スマートオリオン 牡5栗 56 蛯名 正義大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 502－ 41：08．51	 3．8�
48 ニ ン ジ ャ 牡6鹿 56 柴山 雄一ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 472－10 〃 ハナ 23．9�
24 メイショウツガル 牡7鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 480－ 81：08．6	 15．1�
23 
 カハラビスティー 牝6黒鹿54 石川裕紀人備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 B510－ 21：08．7	 5．9�
510 エールブリーズ 牡5青鹿56 三浦 皇成 �社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516± 01：08．91 6．0	
611
 ルチャドルアスール �6黒鹿56 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 506－ 2 〃 クビ 29．4

59 ア フ ォ ー ド 牡7鹿 58 田中 勝春前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 466－ 41：09．0クビ 6．3�
713 ミヤジエムジェイ 牡7鹿 56 大野 拓弥曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 508－16 〃 クビ 113．8�
36 ブランダムール 牝6栗 54 村田 一誠�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 464± 0 〃 アタマ 24．5
816 キングオブロー 牡6鹿 56 勝浦 正樹田畑 利彦氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム 494－ 6 〃 アタマ 12．2�
815 ティアップゴールド 牡9鹿 56 嘉藤 貴行田中 昇氏 奥平 雅士 様似 富田 恭司 490＋ 21：09．1	 187．8�
714 サクラアドニス 牡7黒鹿58 武士沢友治�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 468± 01：09．2	 41．6�
47 アイラブリリ 牝6黒鹿54 内田 博幸�飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 444＋ 61：09．3クビ 33．2�
35 
 フ ギ ン 牝5黒鹿54 藤田 伸二一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-

derson 446＋ 41：09．4� 62．9�
11 レオアクティブ 牡6栗 56 江田 照男�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 462－ 4 〃 ハナ 72．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，314，500円 複勝： 67，610，200円 枠連： 63，159，600円
馬連： 253，712，500円 馬単： 108，279，200円 ワイド： 83，877，200円
3連複： 313，887，600円 3連単： 515，821，400円 計： 1，455，662，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 230円 � 170円 � 470円 枠 連（1－6） 1，160円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 610円 �� 2，830円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 16，240円 3 連 単 ��� 77，820円

票 数

単勝票数 計 493145 的中 � 55536（5番人気）
複勝票数 計 676102 的中 � 76281（5番人気）� 124223（1番人気）� 30348（9番人気）
枠連票数 計 631596 的中 （1－6） 41957（5番人気）
馬連票数 計2537125 的中 �� 143667（4番人気）
馬単票数 計1082792 的中 �� 26064（8番人気）
ワイド票数 計 838772 的中 �� 37590（4番人気）�� 7319（36番人気）�� 12513（20番人気）
3連複票数 計3138876 的中 ��� 14489（56番人気）
3連単票数 計5158214 的中 ��� 4805（257番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．4―11．1―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．1―34．5―45．6―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．8
3 ・（3，12）11（2，4）13（1，6，14）8，10，9（5，15）（7，16） 4 ・（3，12）11，2，4（13，14）（1，6）（8，10）（5，9，15）16，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サカジロロイヤル �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．1．16 京都16着

2008．4．10生 牡7黒鹿 母 ジ ャ ミ ー ラ 母母 ケ ロ メ ロ 40戦6勝 賞金 142，853，000円
※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。
（非抽選馬） 4頭 サトノギャラント号・スギノエンデバー号・タイセイスティング号・ペイシャモンシェリ号

09072 4月12日 晴 重 （27中山3）第6日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

714� コリンブレッセ 牡6鹿 57 国分 優作林 正道氏 吉村 圭司 米 Caroline C
Stautberg 504－ 81：10．6 25．1�

815 ヴ ァ ー ノ ン 牡4栗 57 内田 博幸�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 494－ 8 〃 アタマ 6．9�
12 ジェネシスロック 牡5鹿 57 勝浦 正樹前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 492－ 41：10．7	 3．1�
24 パイメイメイ 牝4鹿 55 秋山真一郎西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B482＋ 41：10．8
 12．2�
612 ハルズハッピー 牡5芦 57 江田 照男田中 昇氏 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 516± 01：11．01 8．0�
611 キンシザイル 牡6鹿 57 蛯名 正義若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 500－ 6 〃 アタマ 11．8	
47 �� クールヴェント 牡7鹿 57

54 ▲石川裕紀人櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade1
Bloodstock Inc. 522＋ 21：11．1クビ 73．5


713 アラタマシャトル 牡4鹿 57 田中 勝春荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 484± 01：11．31� 5．5�
816 シークレットアーム 牡6鹿 57 大野 拓弥�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 514－ 2 〃 クビ 21．7�
59 ネイティヴコード 牝4鹿 55 伊藤 工真岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B502± 0 〃 ハナ 47．6
23 オ リ ア ー ナ 牝5青鹿55 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 508＋ 6 〃 ハナ 123．9�
48 スワンボート 牡5鹿 57 木幡 初広田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 462－ 21：11．5	 189．7�
510 ザストロンシチー 牡7鹿 57 嘉藤 貴行 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 B480－ 21：11．92
 201．3�
36 シゲルホウオウザ 牡5鹿 57 藤田 伸二森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 加藤牧場 466＋ 21：12．11 54．3�
11 � アランルース 7栃栗57 柴山 雄一�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 454± 0 〃 クビ 89．2�
35 プ ロ ス パ ー 牡4黒鹿57 三浦 皇成前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488－ 21：12．63 6．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，037，800円 複勝： 66，640，800円 枠連： 48，706，100円
馬連： 182，604，100円 馬単： 75，335，600円 ワイド： 70，085，600円
3連複： 199，974，200円 3連単： 334，807，400円 計： 1，033，191，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，510円 複 勝 � 540円 � 260円 � 160円 枠 連（7－8） 1，230円

馬 連 �� 8，550円 馬 単 �� 19，010円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 1，720円 �� 610円

3 連 複 ��� 11，850円 3 連 単 ��� 116，470円

票 数

単勝票数 計 550378 的中 � 17504（9番人気）
複勝票数 計 666408 的中 � 25263（9番人気）� 61621（5番人気）� 143234（1番人気）
枠連票数 計 487061 的中 （7－8） 30624（6番人気）
馬連票数 計1826041 的中 �� 16534（29番人気）
馬単票数 計 753356 的中 �� 2971（61番人気）
ワイド票数 計 700856 的中 �� 7418（28番人気）�� 10200（21番人気）�� 31129（4番人気）
3連複票数 計1999742 的中 ��� 12652（37番人気）
3連単票数 計3348074 的中 ��� 2084（373番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．4―11．6―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．7―45．3―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．9
3 ・（9，14）15（5，12）（1，2）（3，11）（8，10）（6，7，16）（4，13） 4 ・（9，14）15－（5，12）（1，2）3（8，11，10）（6，7，16）（4，13）

勝馬の
紹 介

�コリンブレッセ �
�
父 Corinthian �

�
母父 St. Jovite デビュー 2011．10．8 京都2着

2009．4．12生 牡6鹿 母 Berry Blessed 母母 Strawberry Reason 18戦4勝 賞金 46，491，000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 シベリアンスオード号・スズノオオタカ号

４レース目



（27中山3）第6日 4月12日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 174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

199，320，000円
7，600，000円
1，440，000円
18，120，000円
69，468，500円
4，524，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
392，370，600円
636，038，900円
297，868，900円
1，159，820，300円
604，648，700円
484，793，600円
1，358，227，000円
2，343，880，800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 7，277，648，800円

総入場人員 29，638名 （有料入場人員 27，427名）
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