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09025 4月5日 晴 重 （26中山3）第3日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時10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 625，000
625，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

46 ラ ブ ユ ー 牝3栗 54 戸崎 圭太�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 482± 01：55．8 1．4�
22 トーセンミルキー 牝3芦 54 田辺 裕信島川 �哉氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494－ 21：55．9� 12．4�
47 ボイルトウショウ 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 408－ 21：56．0� 231．2�
58 ノルウェーノモリ 牝3栗 54 村田 一誠嶋田 賢氏 大和田 成 日高 シンコーファーム 450－121：56．21� 43．1	
610 レイズアセイル 牝3栗 54 蛯名 正義 �グリーンファーム奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B448－ 8 〃 同着 23．2

35 ダイワナッティー 牝3青 54 後藤 浩輝大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 486－ 21：56．41� 19．2�
23 リンガスアリュール 牝3栗 54 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 506± 01：56．93 4．8�
611 ダイオプサイド 牝3栗 54 内田 博幸平井 裕氏 田村 康仁 浦河 カナイシスタッド 490＋ 6 〃 アタマ 15．9
713 ル シ ー ラ 牝3鹿 54 北村 宏司髙瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 440＋ 21：58．07 118．7�
59 プティットコピーヌ 牝3鹿 54 中舘 英二�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430－ 61：58．21� 227．1�
11 ウインレーヌ 牝3鹿 54 石橋 脩�ウイン 手塚 貴久 日高 川端 正博 454＋ 61：59．58 69．2�
814 メイブルーラグーン 牝3鹿 54 津村 明秀千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 426± 02：01．09 311．9�
815 ソルシエトウショウ 牝3鹿 54 吉田 隼人トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 450 ―2：01．53 396．1�
712 ムーンパスラブ 牝3黒鹿54 大庭 和弥木稲 安則氏 星野 忍 新冠 木稲牧場 434＋ 1 〃 クビ 474．2�
34 フォカッチャ 牝3黒鹿54 大野 拓弥吉田 千津氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 458＋ 22：01．6� 124．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，508，600円 複勝： 101，431，200円 枠連： 15，598，800円
馬連： 52，035，000円 馬単： 48，271，700円 ワイド： 29，314，500円
3連複： 74，156，300円 3連単： 162，533，800円 計： 513，849，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 290円 � 3，350円 枠 連（2－4） 200円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 410円 �� 3，590円 �� 11，700円

3 連 複 ��� 24，780円 3 連 単 ��� 66，090円

票 数

単勝票数 計 305086 的中 � 179822（1番人気）
複勝票数 計1014312 的中 � 705945（1番人気）� 38568（4番人気）� 2528（13番人気）
枠連票数 計 155988 的中 （2－4） 59497（1番人気）
馬連票数 計 520350 的中 �� 48594（3番人気）
馬単票数 計 482717 的中 �� 36350（4番人気）
ワイド票数 計 293145 的中 �� 20035（3番人気）�� 1898（28番人気）�� 573（47番人気）
3連複票数 計 741563 的中 ��� 2209（49番人気）
3連単票数 計1625338 的中 ��� 1815（153番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．6―12．6―12．4―12．8―13．2―13．4―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．3―49．9―1：02．3―1：15．1―1：28．3―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．7
1
3
・（7，9）12（6，10）（1，8，13）（3，5）（4，11）（2，14）－15
7（9，6，10）（12，5）8（3，11）（2，13）－（1，14）－4－15

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

勝馬の
紹 介

ラ ブ ユ ー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 パークリージエント デビュー 2014．2．22 東京2着

2011．4．27生 牝3栗 母 ファンタジー 母母 リユウクモゼキ 3戦1勝 賞金 9，400，000円
〔その他〕 ムーンパスラブ号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「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〕 メイブルーラグーン号・ソルシエトウショウ号・フォカッチャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成26年5月5日まで平地競走に出走できない。

09026 4月5日 晴 重 （26中山3）第3日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10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
1：08．7
1：08．7

重
重

48 シャインプレイン 牝3栗 54 横山 典弘�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 496－ 21：12．0 1．7�

714 ウェイトアンドシー 牡3黒鹿56 黛 弘人岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 488± 01：12．21� 51．2�
24 ハ ッ ツ オ フ 牡3鹿 56 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 474＋ 61：12．83� 21．9�
510 コウヨウシャトー 牡3芦 56 柴田 善臣寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 450－ 21：13．01� 25．7�
816 モ ナ ル ダ 牝3黒鹿54 柴山 雄一�Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 442－ 81：13．1� 30．4�
47 ア ジ ャ ー ニ 牝3鹿 54 吉田 豊 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 436－181：13．63 34．2	
35 キングガンホー 牡3鹿 56 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 新冠 競優牧場 B452－101：13．7クビ 5．0

36 ゴーアップファイト 牡3栗 56 丸田 恭介後上 文雄氏 小笠 倫弘 浦河 福岡 光夫 474－ 61：13．91� 16．7�
612 アンフォルタス 牡3鹿 56 吉田 隼人伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 496＋ 6 〃 クビ 445．9�
713 ディアジースター 牡3栗 56 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 448－ 21：14．0� 8．4
59 サトノバイタル 牡3栗 56 木幡 初広里見 治氏 成島 英春 新ひだか 矢野牧場 506＋ 21：14．1� 60．0�
12 ダイメイリシャール 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 480－ 4 〃 ハナ 29．0�
611 トドロキバクシン 牡3鹿 56 宮崎 北斗原田昭太郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 506－ 81：14．73� 80．4�
23 ノーブルドリーム 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真吉木 伸彦氏 松永 康利 新ひだか 松田牧場 454－141：14．91 95．3�
11 チョココロネ 牝3鹿 54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 藤沢牧場 B480＋ 61：15．43 59．9�
815 クリノホテイソン 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 藤沢牧場 464－ 41：15．5� 329．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，331，000円 複勝： 50，039，600円 枠連： 14，383，400円
馬連： 51，005，600円 馬単： 38，978，100円 ワイド： 27，551，800円
3連複： 70，322，800円 3連単： 122，394，200円 計： 399，006，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 790円 � 410円 枠 連（4－7） 530円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 600円 �� 5，450円

3 連 複 ��� 12，180円 3 連 単 ��� 35，890円

票 数

単勝票数 計 243310 的中 � 119794（1番人気）
複勝票数 計 500396 的中 � 234971（1番人気）� 9320（11番人気）� 20197（5番人気）
枠連票数 計 143834 的中 （4－7） 20387（2番人気）
馬連票数 計 510056 的中 �� 14994（8番人気）
馬単票数 計 389781 的中 �� 9880（10番人気）
ワイド票数 計 275518 的中 �� 6097（11番人気）�� 12107（4番人気）�� 1173（48番人気）
3連複票数 計 703228 的中 ��� 4263（39番人気）
3連単票数 計1223942 的中 ��� 2517（104番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．6―12．8―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．2―47．0―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャインプレイン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Victory Gallop デビュー 2013．12．21 中山5着

2011．5．3生 牝3栗 母 シャインリザルト 母母 Princess Patti 5戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 インスタイル号
（非抽選馬） 6頭 カシノトップレディ号・スリーロンドン号・トウショウトルネド号・プラウドワンダー号・ベストタイム号・

マルヨグラス号

第３回 中山競馬 第３日



09027 4月5日 晴 重 （26中山3）第3日 第3競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

59 ショウナンマルシェ 牡3青鹿56 後藤 浩輝国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 81：55．2 1．8�

510 エストゥペンド 牡3鹿 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 492－ 8 〃 クビ 6．5�
713 ライトオブホープ 牡3栗 56 柴山 雄一落合 幸弘氏 斎藤 誠 新冠 イワミ牧場 494± 01：55．52 5．9�
11 コスモカウピリ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 大典牧場 490 ―1：55．81� 21．8�
611 ジュガンティーヤ 牡3青 56

53 ▲井上 敏樹�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B520－ 41：56．01� 119．0�
816 ウルトラバローズ 牡3鹿 56 戸崎 圭太猪熊 広次氏 牧 光二 新ひだか 前川 正美 450＋ 21：56．74 5．2	
12 ケイツーエマー 牝3黒鹿54 柴田 善臣楠本 勝美氏 菅原 泰夫 新ひだか 築紫 洋 448－ 2 〃 クビ 142．7

815 カシマブレイン 牡3鹿 56 柴田 未崎松浦 一久氏 畠山 重則 浦河 信成牧場 494＋ 21：56．91	 248．6�
35 ウェルヴァースト 牡3栗 56 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 21：57．11	 18．0�
47 イ ン ペ ラ ー 
3青鹿56 岩部 純二武田 茂男氏 萱野 浩二 青森 長谷地 義正 442－16 〃 アタマ 38．9
23 リトルキング 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�大北牧場 佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 426＋ 4 〃 ハナ 60．5�
36 ブラウンネプチュー 牡3栗 56 丸田 恭介キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 カナイシスタッド 442± 01：58．16 286．5�
48 バンダムギムレット 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也山科 統氏 黒岩 陽一 浦河 バンダム牧場 426－ 4 〃 ハナ 157．7�
612 タムザセカンド 牡3芦 56 津村 明秀神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 B520－101：58．2� 378．0�
714 ドリームアスリート 牡3栗 56

53 ▲原田 和真セゾンレースホース� 根本 康広 新ひだか 坂本 春雄 B456－ 81：58．41 93．5�
24 モンサンレグルス 牝3青鹿 54

51 ▲長岡 禎仁山下 新一氏 尾形 和幸 新ひだか 坂本 春信 B460－ 22：00．9大差 408．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，606，000円 複勝： 42，607，200円 枠連： 14，585，600円
馬連： 51，410，900円 馬単： 39，959，000円 ワイド： 25，368，400円
3連複： 65，525，400円 3連単： 125，602，800円 計： 389，665，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 180円 � 170円 枠 連（5－5） 540円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 230円 �� 240円 �� 450円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 3，330円

票 数

単勝票数 計 246060 的中 � 108646（1番人気）
複勝票数 計 426072 的中 � 171218（1番人気）� 46340（4番人気）� 52575（3番人気）
枠連票数 計 145856 的中 （5－5） 19957（3番人気）
馬連票数 計 514109 的中 �� 83105（1番人気）
馬単票数 計 399590 的中 �� 36049（3番人気）
ワイド票数 計 253684 的中 �� 30390（1番人気）�� 28549（2番人気）�� 11988（6番人気）
3連複票数 計 655254 的中 ��� 54726（2番人気）
3連単票数 計1256028 的中 ��� 27914（5番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．7―13．1―12．6―12．8―13．0―12．8―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．0―50．1―1：02．7―1：15．5―1：28．5―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンマルシェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Labeeb デビュー 2013．11．10 東京2着

2011．1．26生 牡3青鹿 母 ラ リ ー ズ ン 母母 Reasoning 4戦1勝 賞金 9，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モンサンレグルス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月5日まで平地

競走に出走できない。

09028 4月5日 晴 重 （26中山3）第3日 第4競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

816 サクラエルカミーノ 牡3鹿 56 戸崎 圭太�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 470± 01：12．0 8．1�
714 ディアポジション 牡3黒鹿56 勝浦 正樹ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 470－ 61：12．42� 4．0�
612 フ ァ ビ ン 牝3鹿 54 田中 勝春桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 大滝 康晴 458＋ 41：12．6� 42．8�
35 ペリーホワイト 牡3芦 56 大野 拓弥西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 476± 01：13．02� 8．8�
510 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 B444＋ 8 〃 アタマ 82．7�
23 アルファアリエス 牡3鹿 56 田辺 裕信�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 450－ 61：13．21� 2．5	
48 メ イ ジ ン 牡3栗 56 横山 典弘國分 純氏 蛯名 利弘 日高 スマイルファーム 446－ 6 〃 アタマ 16．8

815 デジタルアゲン 牡3鹿 56 武士沢友治浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 508± 0 〃 ハナ 10．8�
11 オーバーテイク 牡3青 56 横山 和生�橋本牧場 勢司 和浩 日高 浦新 徳司 442＋ 41：13．41� 368．3
24 クリノアシュラオー �3黒鹿56 松岡 正海栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 日西牧場 448－181：13．5� 7．1�
12 バロンドール 牡3芦 56 丸田 恭介佐々木雄二氏 奥村 武 新ひだか 土田 陽介 B504－ 81：13．81� 52．6�
611 ト ロ ン バ 牡3栗 56 嘉藤 貴行門野 重雄氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 452－ 41：13．9� 422．1�
36 ディバインドーター 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也 �サンデーレーシング 矢野 英一 日高 追分ファーム 454－101：14．0� 85．4�
47 デンコウビリオネア 牝3栗 54 吉田 豊田中 康弘氏 小島 太 浦河 本巣 敦 472－ 41：14．2� 248．4�
713 カシノリーベ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム 496－ 2 〃 クビ 273．6�
（15頭）

59 クラウンクルー 牡3鹿 56 田中 博康�クラウン 天間 昭一 新ひだか 井高牧場 528－12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，729，000円 複勝： 45，735，200円 枠連： 16，898，200円
馬連： 55，467，200円 馬単： 38，967，200円 ワイド： 28，774，300円
3連複： 72，039，900円 3連単： 123，001，500円 計： 407，612，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 340円 � 190円 � 860円 枠 連（7－8） 780円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 580円 �� 4，410円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 11，180円 3 連 単 ��� 45，530円

票 数

単勝票数 差引計 267290（返還計 1376） 的中 � 26075（4番人気）
複勝票数 差引計 457352（返還計 2867） 的中 � 34491（6番人気）� 82567（2番人気）� 11349（9番人気）
枠連票数 差引計 168982（返還計 113） 的中 （7－8） 16095（3番人気）
馬連票数 差引計 554672（返還計 6007） 的中 �� 28447（7番人気）
馬単票数 差引計 389672（返還計 4135） 的中 �� 10164（12番人気）
ワイド票数 差引計 287743（返還計 4653） 的中 �� 13093（7番人気）�� 1529（35番人気）�� 3870（21番人気）
3連複票数 差引計 720399（返還計 14136） 的中 ��� 4756（34番人気）
3連単票数 差引計1230015（返還計 21342） 的中 ��� 1994（142番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―12．2―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．9―46．1―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラエルカミーノ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．9．28 中山10着

2011．3．18生 牡3鹿 母 サクラメガマックス 母母 サ ク ラ メ ガ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外〕 クラウンクルー号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 オーガスタウインド号・タカベラジオ号・プロテッツィオーネ号・リトル号・ルリジューズ号



09029 4月5日 晴 稍重 （26中山3）第3日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・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
1：58．0
1：56．1

良
良

59 ヘイジームーン 牝3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 494＋ 42：04．2 2．4�
816 レッドシェリール 牝3鹿 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B474－10 〃 クビ 2．7�
24 ヒルデガルト 牝3栗 54 吉田 隼人海谷 幸司氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 426＋ 22：04．41� 33．7�
713 ホワイトマニキュア 牝3芦 54

51 ▲木幡 初也吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 458＋ 62：04．5� 64．3�
510 アンジュドボヌール 牝3栗 54 吉田 豊杉山 忠国氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 500－142：04．6クビ 30．4�
11 プラチナジュエリー 牝3黒鹿54 蛯名 正義下河	行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 428－ 62：04．7� 9．0

612 リースリング 牝3栗 54 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 424－122：05．23 33．6�
817 マンディスキュア 牝3黒鹿54 柴田 未崎�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 434 ―2：05．51� 339．4
818 ピ エ リ ー ナ 牝3芦 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424 ―2：05．6� 10．7�
36 ラ ス テ ラ 牝3鹿 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 452－ 2 〃 クビ 27．1�
715 スティルバイト 牝3青鹿54 柴田 大知岡田 壮史氏 畠山 吉宏 洞�湖 レイクヴィラファーム 430 ― 〃 ハナ 102．8�
714 フォックスデール 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494 ―2：06．23� 94．0�
23 タカミルシエル 牝3鹿 54 大庭 和弥村田 滋氏 畠山 重則 日高 賀張三浦牧場 426－ 62：06．41� 438．0�
12 トーセンキャピタル 牝3黒鹿54 内田 博幸島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 472 ―2：06．5クビ 52．8�
611 スノータイフーン 牝3芦 54 武士沢友治神林 幸一氏 伊藤 正徳 浦河 有限会社

松田牧場 464 ― 〃 ハナ 216．1�
35 ホープフルムーン 牝3栗 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 武 牧場 440＋ 22：07．35 74．6�
47 ネ メ シ ス 牝3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田スタツド 432－102：07．51� 341．5�
48 ポッドコンジュ 牝3栗 54 大野 拓弥小川眞査雄氏 斎藤 誠 洞�湖 レイクヴィラファーム 418－102：10．6大差 25．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，900，500円 複勝： 44，863，500円 枠連： 18，810，600円
馬連： 58，260，800円 馬単： 38，034，600円 ワイド： 30，413，400円
3連複： 72，945，800円 3連単： 118，161，300円 計： 410，390，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 120円 � 460円 枠 連（5－8） 280円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，050円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 8，560円

票 数

単勝票数 計 289005 的中 � 98837（1番人気）
複勝票数 計 448635 的中 � 117953（2番人気）� 126885（1番人気）� 14348（8番人気）
枠連票数 計 188106 的中 （5－8） 50201（1番人気）
馬連票数 計 582608 的中 �� 132229（1番人気）
馬単票数 計 380346 的中 �� 41341（2番人気）
ワイド票数 計 304134 的中 �� 58349（1番人気）�� 5884（13番人気）�� 6520（11番人気）
3連複票数 計 729458 的中 ��� 21867（7番人気）
3連単票数 計1181613 的中 ��� 10198（19番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．2―12．5―13．3―13．3―12．9―12．3―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―36．0―48．5―1：01．8―1：15．1―1：28．0―1：40．3―1：52．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．2
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ヘイジームーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2014．2．23 東京2着

2011．3．6生 牝3黒鹿 母 アスクレピアス 母母 リザーブシート 3戦1勝 賞金 8，150，000円
〔発走状況〕 ピエリーナ号は，枠入り不良。

ホワイトマニキュア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 ポッドコンジュ号は，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。

09030 4月5日 晴 稍重 （26中山3）第3日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時00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

713 マイネプレセア 牝3青鹿54 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 424－ 61：35．7 33．6�

612 アースプレイ 牝3青鹿54 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー
クスタツド 430＋ 61：36．01� 5．3�

816 カ レ ー ニ ナ 牝3鹿 54 横山 典弘近藤 英子氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 452－ 61：36．21� 4．7�
47 ナスタイザン 牝3黒鹿54 大野 拓弥小山田 満氏 高木 登 浦河 高松牧場 456＋ 4 〃 アタマ 11．2�
714 ミュゼミランダ 牝3栗 54 田辺 裕信髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 408－161：36．3クビ 5．2�
36 ダイメイグリン 牡3鹿 56 西田雄一郎宮本 孝一氏 本間 忍 日高 富川田中牧場 492 ― 〃 ハナ 79．2	
35 ソードラック 牡3鹿 56 柴山 雄一佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 444＋ 2 〃 アタマ 18．5

815 ブルーホール 牡3青鹿56 横山 和生�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 442± 01：36．62 12．7�
23 ダイワアンビシャス 牡3鹿 56 後藤 浩輝大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 田上 稔 506＋101：37．34 3．0�
24 ブラックチョコ 牝3鹿 54 津村 明秀ミルファーム 武市 康男 日高 シンボリ牧場 418－ 61：37．4� 36．7�
11 ジャーサンプラーン 牝3鹿 54 木幡 初広本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 432 ―1：38．14 174．8�
12 ゾ ナ パ ラ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真ミルファーム 畠山 重則 浦河 丸幸小林牧場 414＋ 21：38．31� 307．6�
510 ウインダムール 牡3鹿 56 黛 弘人�ウイン 松山 将樹 新冠 的場牧場 460－ 41：38．72� 265．6�
59 ユキノビリーブ 牝3黒鹿54 石神 深一井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 456± 01：38．91� 208．1�
611 プリンセスキラリン 牝3青 54 丸田 恭介髙昭牧場 黒岩 陽一 浦河 高昭牧場 444 ―1：39．43 65．6�
48 センショウオー 牡3黒鹿56 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 黒岩 陽一 日高 いとう牧場 456 ―1：40．57 147．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，904，000円 複勝： 46，325，500円 枠連： 18，134，300円
馬連： 58，766，600円 馬単： 35，530，400円 ワイド： 28，641，700円
3連複： 75，772，400円 3連単： 115，262，900円 計： 406，337，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，360円 複 勝 � 640円 � 170円 � 170円 枠 連（6－7） 1，060円

馬 連 �� 5，830円 馬 単 �� 12，950円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 1，870円 �� 460円

3 連 複 ��� 8，270円 3 連 単 ��� 77，550円

票 数

単勝票数 計 279040 的中 � 6551（8番人気）
複勝票数 計 463255 的中 � 13722（8番人気）� 88030（1番人気）� 81461（3番人気）
枠連票数 計 181343 的中 （6－7） 12702（6番人気）
馬連票数 計 587666 的中 �� 7450（24番人気）
馬単票数 計 355304 的中 �� 2025（47番人気）
ワイド票数 計 286417 的中 �� 3841（23番人気）�� 3598（25番人気）�� 16881（3番人気）
3連複票数 計 757724 的中 ��� 6763（34番人気）
3連単票数 計1152629 的中 ��� 1097（253番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．1―47．2―59．4―1：11．7―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．3

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

勝馬の
紹 介

マイネプレセア �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2013．6．30 福島3着

2011．4．16生 牝3青鹿 母 コスモキララ 母母 ローズオブダイヤ 6戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 アースプレイ号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5番）

アースプレイ号の騎手田中勝春は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 センショウオー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月5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 サーストンコラルド号



09031 4月5日 晴 重 （26中山3）第3日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時30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
1：08．7
1：08．7

重
重

611� セ ト ア ロ ー 牡3鹿 56 内田 博幸難波 澄子氏 森 秀行 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

518＋101：12．0 4．1�
714 トーセンマイティ 牡3鹿 56 北村 宏司島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 504－ 2 〃 クビ 4．0�
815 リアルモード 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁寺田千代乃氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 460－ 21：12．1� 25．8�
816 パッシオーネラヴィ 牝3鹿 54 三浦 皇成藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 450± 01：12．2クビ 19．0�
12 ヒマラヤタカコ 牝3栗 54 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 450± 01：12．3� 14．7�
612 ワキノコクリュウ 牡3青鹿56 後藤 浩輝脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 池田牧場 518－101：12．4� 2．7	
11 スウィープアウェイ 牡3芦 56 勝浦 正樹藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 B438－161：12．5� 173．6

47 マーセブナカヤマ 牡3鹿 56 田辺 裕信�中山牧場 尾形 和幸 浦河 中山牧場 538± 0 〃 ハナ 7．4�
23 デスティニーラブ 牝3黒鹿54 丸山 元気金山 克己氏 斎藤 誠 浦河 大北牧場 434± 0 〃 クビ 179．1
713 ニシノイナズマ 牡3芦 56 大野 拓弥西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 482－ 41：12．6クビ 47．9�
35 カウンターハッセキ 牡3鹿 56 宮崎 北斗井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 436－12 〃 アタマ 68．9�
36 ヒカリヴェロニカ 牝3栗 54 杉原 誠人�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 B488± 01：12．7	 259．9�
510 アイティダイヤ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也一ノ瀬 恭氏 矢野 英一 新冠 武田牧場 450－ 21：13．12� 48．0�
59 ウエスタンユーノー 牝3芦 54 木幡 初広西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 468± 01：13．31 77．5�
24 シゲルトオトウミ 牝3栗 54 柴田 大知森中 蕃氏 武市 康男 浦河 鎌田 正嗣 440－ 21：13．72� 248．9�
48 フ ク ノ ト リ 牡3黒鹿56 柴山 雄一小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 470－ 61：14．97 144．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，119，900円 複勝： 68，255，100円 枠連： 24，129，300円
馬連： 92，266，600円 馬単： 50，334，800円 ワイド： 42，953，300円
3連複： 110，763，000円 3連単： 185，410，100円 計： 615，232，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 150円 � 480円 枠 連（6－7） 360円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，400円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 4，430円 3 連 単 ��� 16，030円

票 数

単勝票数 計 411199 的中 � 79408（3番人気）
複勝票数 計 682551 的中 � 99469（3番人気）� 146769（2番人気）� 28035（7番人気）
枠連票数 計 241293 的中 （6－7） 49601（1番人気）
馬連票数 計 922666 的中 �� 75581（3番人気）
馬単票数 計 503348 的中 �� 22769（5番人気）
ワイド票数 計 429533 的中 �� 26648（3番人気）�� 7174（18番人気）�� 9413（13番人気）
3連複票数 計1107630 的中 ��� 18484（14番人気）
3連単票数 計1854101 的中 ��� 8541（42番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―12．3―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．3―46．6―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セ ト ア ロ ー �
�
父 Curlin �

�
母父 Jeune Homme デビュー 2013．7．21 中京8着

2011．2．22生 牡3鹿 母 Ramatuelle 母母 Villa Torlonia 4戦2勝 賞金 12，200，000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） 3頭 シャインシュラーク号・デルマオソマツ号・ネイティヴコード号

09032 4月5日 晴 重 （26中山3）第3日 第8競走 ��
��1，800�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 7，500，000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

44 ポッドスター 牡4栗 57 大野 拓弥小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 502± 01：54．3 8．5�
89 � エターナルヒーロー 	4黒鹿57 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 木村 哲也 むかわ 東振牧場 446－14 〃 クビ 11．5�
77 ジャーラベンナ 牡4栗 57 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 498－ 21：54．51
 6．2�
55 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 454－ 41：54．81� 1．9�
810 コスモソーク 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 旭 牧場 558－ 21：55．01� 5．5�
11 アルフェロア 牡5青鹿57 吉田 豊吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B494－ 21：55．21� 41．5	
66 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 484＋101：55．3クビ 79．2

33 � ア マ カ ケ ル 牡4鹿 57 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 稲葉牧場 480± 0 〃 アタマ 48．0�
78 マイネルブルズアイ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 えりも エクセルマネジメント B472－ 21：55．4� 10．1
22 ステラジアン 牡4黒鹿57 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 498－ 61：57．4大差 45．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，321，900円 複勝： 58，492，100円 枠連： 16，334，700円
馬連： 61，915，000円 馬単： 44，276，000円 ワイド： 30，316，300円
3連複： 74，747，600円 3連単： 175，035，600円 計： 493，439，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 260円 � 290円 � 210円 枠 連（4－8） 1，700円

馬 連 �� 3，840円 馬 単 �� 8，280円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 710円 �� 770円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 37，470円

票 数

単勝票数 計 323219 的中 � 30225（4番人気）
複勝票数 計 584921 的中 � 59855（4番人気）� 49671（5番人気）� 83775（3番人気）
枠連票数 計 163347 的中 （4－8） 7129（5番人気）
馬連票数 計 619150 的中 �� 11927（15番人気）
馬単票数 計 442760 的中 �� 3950（30番人気）
ワイド票数 計 303163 的中 �� 6936（12番人気）�� 10690（9番人気）�� 9764（10番人気）
3連複票数 計 747476 的中 ��� 11070（18番人気）
3連単票数 計1750356 的中 ��� 3448（122番人気）

ハロンタイム 13．4―11．7―12．8―13．4―12．7―11．8―12．5―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．1―37．9―51．3―1：04．0―1：15．8―1：28．3―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポッドスター �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．10．13 東京11着

2010．3．29生 牡4栗 母 ホーマンシュテルン 母母 レ ッ ド レ ス 17戦1勝 賞金 13，800，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



09033 4月5日 晴 稍重 （26中山3）第3日 第9競走 ��
��2，200�

や ま ぶ き

山 吹 賞
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

35 トーセンマタコイヤ 牡3青鹿56 田辺 裕信島川 �哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 460－ 22：15．7 3．4�
815 ゴールドアクター 牡3青鹿56 石橋 脩居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 468＋ 6 〃 ハナ 5．2�
23 ショウナンラグーン 牡3黒鹿56 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 洞�湖 レイクヴィラファーム 472－162：16．01� 5．2�
48 モンサンカノープス 牡3鹿 56 北村 宏司山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 530＋ 22：16．63	 48．7�
714 サムソンズシエル 牡3鹿 56 田中 勝春有限会社シルク伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 514－ 8 〃 ハナ 10．1�
611 マイネルヴェルト 牡3芦 56 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 460± 02：16．91� 13．5

510 フェスティヴイェル 牡3黒鹿56 柴山 雄一臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 492－ 6 〃 アタマ 69．6�
816 ラグジードライブ 
3栗 56 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム B466－ 42：17．0クビ 53．7�
36 テオドリーコ 牡3芦 56 後藤 浩輝吉田 和美氏 木村 哲也 新ひだか 乾 皆雄 476＋ 6 〃 クビ 19．5
713 ヴァルコイネン 牡3芦 56 横山 典弘吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 456－ 2 〃 ハナ 6．3�
47 スパーブデイ 牡3鹿 56 内田 博幸藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 510± 02：17．1クビ 26．7�
24 ス ト ー ク ス 牡3鹿 56 横山 和生	ジェイアール 黒岩 陽一 日高 北田 剛 468± 02：17．2	 97．1�
11 レッドカイザー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 	東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 アタマ 17．3�
59 プリンスダム 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B474－ 4 〃 クビ 71．4�
612 アイソレーション 牡3鹿 56 蛯名 正義丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 510－102：17．62	 43．1�
12 レッドオラシオン 牡3芦 56 中舘 英二 	東京ホースレーシング 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B460＋ 22：17．81� 209．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，840，900円 複勝： 83，276，300円 枠連： 33，617，100円
馬連： 121，938，900円 馬単： 60，844，200円 ワイド： 50，940，700円
3連複： 148，488，400円 3連単： 238，000，900円 計： 781，947，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 180円 � 180円 枠 連（3－8） 990円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 660円 �� 580円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 12，660円

票 数

単勝票数 計 448409 的中 � 104147（1番人気）
複勝票数 計 832763 的中 � 150318（1番人気）� 116861（3番人気）� 124438（2番人気）
枠連票数 計 336171 的中 （3－8） 25312（4番人気）
馬連票数 計1219389 的中 �� 59340（3番人気）
馬単票数 計 608442 的中 �� 17378（2番人気）
ワイド票数 計 509407 的中 �� 18899（5番人気）�� 21653（3番人気）�� 25060（1番人気）
3連複票数 計1484884 的中 ��� 46439（1番人気）
3連単票数 計2380009 的中 ��� 13874（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．6―37．5―50．6―1：03．8―1：16．7―1：28．6―1：40．7―1：52．4―2：04．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．0
1
3
7（1，14）（4，11）15（5，16）3（8，12，13）（6，10）9－2・（7，14）（11，15）（1，4）（5，13，12）（3，16）（6，8）－10（2，9）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンマタコイヤ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gold Away デビュー 2014．2．2 京都1着

2011．1．28生 牡3青鹿 母 ミュージカルウェイ 母母 Mulika 2戦2勝 賞金 16，157，000円

09034 4月5日 晴 稍重 （26中山3）第3日 第10競走 ��
��2，500�

あ わ

安 房 特 別
発走15時10分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，25．3．30以降26．3．30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
2：29．5
2：29．5

良
良

22 ケンブリッジサン 牡4鹿 55 横山 典弘中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 484－ 22：35．5 12．5�

57 ニシノボレロ 牡5青鹿54 後藤 浩輝西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 492＋ 22：35．71 17．6�
11 アースステップ 牡7鹿 57 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 526－122：35．91� 3．4�
34 フェデラルホール 牡5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 498－ 4 〃 クビ 3．9�
69 オリジナルスマイル �4鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム 498－ 82：36．0	 13．2�
610 ピュアソルジャー 牡4鹿 55 吉田 豊鶴見 芳子氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 468－102：36．21
 14．8	
712 アイスフォーリス 牝5芦 55 田辺 裕信 �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 470± 02：36．3	 5．6

46 アドマイヤパーシア 牡6栗 55 田中 勝春近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486－102：36．4クビ 49．0�
711 チェイスザゴールド 牡4鹿 54 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 526＋ 6 〃 クビ 25．6�
813 ショウナンバーズ 牡6鹿 55 内田 博幸国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 508－142：36．61
 64．8
33 サンバジーリオ 牡4鹿 54 石橋 脩吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 504－14 〃 ハナ 15．5�
814� ダブルオーセブン 牡6黒鹿54 勝浦 正樹久保 佳和氏 古賀 史生 日高 新生ファーム 490± 02：36．91	 129．0�
45 マイネルストラーノ 牡4青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 22：37．11
 10．1�
58 � ユウターウェーヴ 牡7栗 53 大野 拓弥北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 492－ 8 〃 ハナ 215．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，925，100円 複勝： 73，516，500円 枠連： 32，761，000円
馬連： 138，472，800円 馬単： 69，245，400円 ワイド： 53，279，100円
3連複： 171，689，100円 3連単： 290，253，300円 計： 869，142，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 430円 � 420円 � 170円 枠 連（2－5） 6，490円

馬 連 �� 10，200円 馬 単 �� 18，850円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 1，020円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 18，550円 3 連 単 ��� 127，130円

票 数

単勝票数 計 399251 的中 � 25316（5番人気）
複勝票数 計 735165 的中 � 39252（8番人気）� 39679（7番人気）� 149430（1番人気）
枠連票数 計 327610 的中 （2－5） 3730（25番人気）
馬連票数 計1384728 的中 �� 10021（37番人気）
馬単票数 計 692454 的中 �� 2712（70番人気）
ワイド票数 計 532791 的中 �� 4973（36番人気）�� 13254（9番人気）�� 8579（20番人気）
3連複票数 計1716891 的中 ��� 6833（64番人気）
3連単票数 計2902533 的中 ��� 1685（418番人気）

ハロンタイム 7．3―12．8―12．6―11．4―11．6―13．2―13．1―13．1―12．1―12．2―12．0―11．9―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．3―20．1―32．7―44．1―55．7―1：08．9―1：22．0―1：35．1―1：47．2―1：59．4―2：11．4―2：23．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケンブリッジサン �
�
父 フサイチホウオー �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2012．9．29 中山2着

2010．4．24生 牡4鹿 母 ケンアマツカゼ 母母 セイントエンジェル 17戦3勝 賞金 49，577，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 カンタベリーナイト号



09035 4月5日 晴 稍重 （26中山3）第3日 第11競走 ��
��1，200�

ふなばし

船橋ステークス
発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

船橋市長賞（1着）
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 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

12 セイコーライコウ 牡7鹿 57 柴田 善臣竹國美枝子氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 498－ 21：08．8 3．9�
48 � コウヨウアレス 牡5青鹿57 内田 博幸寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 484－ 81：09．01	 7．8�
713 ゴーハンティング 牡6黒鹿57 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 512－ 61：09．1	 26．8�
59 � ルチャドルアスール 
5黒鹿57 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 508－ 2 〃 クビ 14．8�
35 マッキーコバルト 牡8鹿 57 田中 勝春薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 B462－101：09．2クビ 18．0�
47 ラフレーズカフェ 牝5青鹿55 柴山 雄一西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 クビ 28．9	
815 セイクレットレーヴ 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 B476＋ 61：09．3クビ 10．0

11 トーセントレジャー 牡6鹿 57 大野 拓弥島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 矢野牧場 B504－ 4 〃 クビ 75．9�
510 ブラーニーストーン 
7芦 57 三浦 皇成吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 464－ 41：09．4	 130．9
816 バートラムガーデン 牝5鹿 55 武士沢友治�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 462＋10 〃 クビ 130．6�
714 マコトナワラタナ 牝5鹿 55 田辺 裕信�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：09．61 3．9�
24 ビーナストリック 牝4栗 55 津村 明秀友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 450－ 2 〃 ハナ 59．4�
36 サニーヘイロー 牝6栗 55 勝浦 正樹宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 468＋ 61：09．7	 59．7�
23 � ミッドナイトクロス 牡7青鹿57 丸山 元気 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 502－ 4 〃 アタマ 13．7�
611 ブランダムール 牝5栗 55 横山 典弘�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 454＋ 6 〃 アタマ 6．1�
612 ラーストチカ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 440－101：09．8	 43．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，637，700円 複勝： 128，215，200円 枠連： 64，143，000円
馬連： 287，383，300円 馬単： 138，321，700円 ワイド： 98，736，500円
3連複： 375，405，300円 3連単： 652，719，100円 計： 1，812，561，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 300円 � 540円 枠 連（1－4） 1，350円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，490円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 13，200円 3 連 単 ��� 60，230円

票 数

単勝票数 計 676377 的中 � 139000（2番人気）
複勝票数 計1282152 的中 � 245890（1番人気）� 105184（5番人気）� 51354（9番人気）
枠連票数 計 641430 的中 （1－4） 35090（5番人気）
馬連票数 計2873833 的中 �� 126214（4番人気）
馬単票数 計1383217 的中 �� 35238（7番人気）
ワイド票数 計 987365 的中 �� 39731（4番人気）�� 16113（17番人気）�� 8086（35番人気）
3連複票数 計3754053 的中 ��� 21001（43番人気）
3連単票数 計6527191 的中 ��� 7999（173番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―11．5―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．1―45．6―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．7
3 8，9（4，16）（5，11）（1，2）12（6，3，13）（10，15）7，14 4 8，9（4，16）5（1，2）（6，3，12，11）13（10，15）（7，14）

勝馬の
紹 介

セイコーライコウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2009．7．12 福島2着

2007．3．9生 牡7鹿 母 ファインセイコー 母母 ス コ ー ル イ 21戦5勝 賞金 116，003，000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。
（非当選馬） 4頭 アグネスウイッシュ号・キングオブロー号・ダイメイザクラ号・ローブドヴルール号

09036 4月5日 晴 重 （26中山3）第3日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走16時25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

714 シークレットアーム 牡5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 518－ 41：12．0 4．5�
815 ロレーヌクロス 牡4鹿 57 丸山 元気有限会社シルク加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 496－ 2 〃 クビ 15．2�
35 � 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 458－ 21：12．21 84．2�
11 � ロクイチスマイル 牝5芦 55 西田雄一郎栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 川上 悦夫 490＋ 41：12．52 109．7�
816 マ グ ネ イ ト 牡4栗 57 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新ひだか キヨタケ牧場 490± 01：12．6� 55．2	
612 セイントチャンス 牡5鹿 57 北村 宏司内海 正章氏 勢司 和浩 様似 清水スタッド 478－ 21：12．7� 6．3

47 パワフルラリマー 牝5栗 55 中舘 英二友水 達也氏 武藤 善則 日高 木村牧場 484－ 2 〃 ハナ 28．0�
510 デルマダイコク 牡5栗 57 内田 博幸浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 512＋ 2 〃 ハナ 2．7�
59 トウショウブーム 牡5鹿 57 横山 典弘トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 516＋101：12．8クビ 23．6
36 ミラクルピッチ 牝5黒鹿55 田辺 裕信松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 土居 忠吉 462＋ 61：13．01	 15．9�
23 ジャングルターザン 牡4鹿 57 蛯名 正義�グリーンテック矢野 英一 新ひだか グランド牧場 B450－101：13．1クビ 6．6�
713 スマイルオブライフ 牝5鹿 55 村田 一誠�ターフ・スポート粕谷 昌央 新ひだか 平野牧場 500－ 2 〃 クビ 127．2�
24 � キョウエイラーケン 牡4鹿 57 柴田 未崎田中 晴夫氏 中川 公成 様似 スイートフアーム 490－ 8 〃 アタマ 101．7�
12 ウメジマダイオー 牡5鹿 57

54 ▲原田 和真村田 滋氏 畠山 重則 平取 高橋 啓 512－ 8 〃 ハナ 289．3�
611 ヴェルタート 牝4鹿 55 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム 484－14 〃 ハナ 22．2�
48 マリーズミイ 牝4鹿 55 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 B444－ 61：13．63 32．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，425，700円 複勝： 87，524，400円 枠連： 41，291，700円
馬連： 151，172，800円 馬単： 78，556，600円 ワイド： 64，969，700円
3連複： 192，400，500円 3連単： 346，082，200円 計： 1，014，423，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 220円 � 420円 � 1，370円 枠 連（7－8） 3，010円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 6，590円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 4，450円 �� 10，190円

3 連 複 ��� 60，580円 3 連 単 ��� 243，250円

票 数

単勝票数 計 524257 的中 � 93814（2番人気）
複勝票数 計 875244 的中 � 128844（2番人気）� 53149（6番人気）� 14073（12番人気）
枠連票数 計 412917 的中 （7－8） 10157（13番人気）
馬連票数 計1511728 的中 �� 30221（12番人気）
馬単票数 計 785566 的中 �� 8803（22番人気）
ワイド票数 計 649697 的中 �� 14181（12番人気）�� 3549（41番人気）�� 1534（69番人気）
3連複票数 計1924005 的中 ��� 2344（134番人気）
3連単票数 計3460822 的中 ��� 1050（617番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．4―12．2―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．7―46．9―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シークレットアーム �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 パークリージエント デビュー 2012．5．6 新潟6着

2009．5．16生 牡5鹿 母 ファンタジー 母母 リユウクモゼキ 14戦2勝 賞金 20，860，000円
〔騎手変更〕 ウメジマダイオー号の騎手上野翔は，負傷のため原田和真に変更。
※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 オリエンタルエジル号・ヒアルロンサン号



（26中山3）第3日 4月5日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 184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

180，370，000円
2，080，000円
8，640，000円
1，480，000円
16，170，000円
70，997，000円
4，784，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
441，250，300円
830，281，800円
310，687，700円
1，180，095，500円
681，319，700円
511，259，700円
1，504，256，500円
2，654，457，700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 8，113，608，900円

総入場人員 18，935名 （有料入場人員 17，119名）
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