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09073 4月13日 晴 良 （25中山3）第7日 第1競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05分 （ダート・右）

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

812 ウインラヴェリテ 牡3栗 56 石橋 脩�ウイン 斎藤 誠 浦河 大北牧場 488＋ 41：56．0 15．5�
44 ケツァルコアトル 牡3青鹿56 戸崎 圭太�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 512－ 2 〃 クビ 11．9�
56 ベルウッドテラス 牡3鹿 56 柴田 善臣鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 480－ 41：56．1クビ 2．4�
811 オアフライダー 牡3鹿 56 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 462－ 41：56．2� 2．0�
22 マイネルオルカーン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 466－ 21：56．62� 17．0	
710 サルジェンツチェリ 牡3芦 56 武士沢友治加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 466± 01：57．66 119．7

55 ルルドノヒトミ 牝3黒鹿54 蛯名 正義 �キャロットファーム 小笠 倫弘 洞爺湖 メジロ牧場 502－ 2 〃 アタマ 23．6�
79 オーゴンプリンス 牡3鹿 56 江田 照男永田 清男氏 高木 登 浦河 市川フアーム 482－ 61：57．92 102．7�
67 タッチレインボー 牡3栗 56 三浦 皇成吉田 和子氏 萩原 清 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 490＋101：58．1� 37．1
11 バトルスプレンダー 牡3栗 56 田辺 裕信宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 見上牧場 470－ 41：58．95 156．1�
33 カ ウ ウ ェ ラ 牡3青鹿56 熊沢 重文 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 448－ 41：59．11 32．8�
68 オクマンチョウジャ 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠田頭 勇貴氏 和田 雄二 新ひだか 山際セントラルスタッド B454－ 62：00．16 279．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 20，872，200円 複勝： 70，892，900円 枠連： 12，975，000円
馬連： 48，532，200円 馬単： 37，023，300円 ワイド： 21，710，300円
3連複： 58，046，200円 3連単： 123，534，500円 計： 393，586，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 630円 � 460円 � 150円 枠 連（4－8） 1，090円

馬 連 �� 7，180円 馬 単 �� 15，030円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 780円 �� 640円

3 連 複 ��� 6，230円 3 連 単 ��� 54，300円

票 数

単勝票数 計 208722 的中 � 10644（4番人気）
複勝票数 計 708929 的中 � 23735（5番人気）� 33833（3番人気）� 171490（2番人気）
枠連票数 計 129750 的中 （4－8） 8826（3番人気）
馬連票数 計 485322 的中 �� 4990（16番人気）
馬単票数 計 370233 的中 �� 1818（31番人気）
ワイド票数 計 217103 的中 �� 2933（16番人気）�� 6989（7番人気）�� 8686（6番人気）
3連複票数 計 580462 的中 ��� 6885（17番人気）
3連単票数 計1235345 的中 ��� 1679（123番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―12．9―13．7―13．2―12．8―12．8―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―37．9―51．6―1：04．8―1：17．6―1：30．4―1：42．9

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインラヴェリテ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．7．21 札幌4着

2010．3．5生 牡3栗 母 スローアキッス 母母 ケ イ シ ー 5戦1勝 賞金 6，600，000円

09074 4月13日 晴 良 （25中山3）第7日 第2競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・右）

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

815 ビーナストリック 牝3栗 54 武士沢友治友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 450－121：13．1 18．4�
58 タイキグラミー 牝3鹿 54 石橋 脩�大樹ファーム 尾形 充弘 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 454± 01：13．31� 2．9�
712 マリーズミイ 牝3鹿 54 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 B424＋ 21：13．51 14．7�
23 カワイコチャン 牝3鹿 54 戸崎 圭太スリースターズレーシング 尾関 知人 新ひだか 前田 宗将 430－ 41：13．6� 3．2�
59 ラインビューティー 牝3栗 54 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 474＋101：13．7� 11．0�
34 ヴァンドランス 牝3栗 54 吉田 豊日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 460－ 4 〃 アタマ 4．8	
610 ニ シ ノ ニ カ 牝3黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 472± 01：14．12� 10．0

46 ヒ メ サ ク ラ 牝3鹿 54 村田 一誠岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 462 ―1：14．31� 203．2�
35 タカヒロガートップ 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 436－ 61：15．25 418．1�
611 クレルモンフェラン 牝3黒鹿54 三浦 皇成村野 康司氏 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 458 ―1：15．41 225．2
47 シルバームーン 牝3芦 54 田辺 裕信�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 418－10 〃 ハナ 220．9�
22 ダイワボビー 牝3鹿 54 蛯名 正義大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 476＋ 41：15．61� 24．6�
814 トウカイクッキー 牝3青鹿54 熊沢 重文内村 正則氏 成島 英春 浦河 松栄牧場 434＋ 61：15．81� 60．2�
11 ヒーフーミーチャン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行竹本いずみ氏 高橋 義博 新冠 新冠橋本牧場 406－ 41：16．11� 323．2�
713 ナムラタンタン 牝3鹿 54 江田 照男奈村 信重氏 石栗 龍彦 浦河 桑田フアーム 424± 01：16．31� 376．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，346，200円 複勝： 31，742，600円 枠連： 10，817，800円
馬連： 42，218，700円 馬単： 27，634，800円 ワイド： 18，754，900円
3連複： 53，841，100円 3連単： 89，094，300円 計： 291，450，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 370円 � 140円 � 290円 枠 連（5－8） 1，330円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 6，280円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，340円 �� 620円

3 連 複 ��� 6，080円 3 連 単 ��� 43，720円

票 数

単勝票数 計 173462 的中 � 7456（7番人気）
複勝票数 計 317426 的中 � 17382（7番人気）� 90586（1番人気）� 23650（5番人気）
枠連票数 計 108178 的中 （5－8） 6048（5番人気）
馬連票数 計 422187 的中 �� 14235（11番人気）
馬単票数 計 276348 的中 �� 3252（27番人気）
ワイド票数 計 187549 的中 �� 6049（13番人気）�� 3334（19番人気）�� 7779（5番人気）
3連複票数 計 538411 的中 ��� 6543（25番人気）
3連単票数 計 890943 的中 ��� 1504（161番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．6―12．2―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．7―46．9―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビーナストリック �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．10．14 新潟2着

2010．4．27生 牝3栗 母 ゴーゴーナイナー 母母 プラスマチョン 7戦1勝 賞金 11，100，000円
〔制裁〕 ラインビューティー号の騎手田中勝春は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）
※ビーナストリック号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第３回 中山競馬 第７日



09075 4月13日 晴 良 （25中山3）第7日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

22 コナピーベリー 牡3鹿 56 戸崎 圭太�G1レーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 548－ 41：56．5 1．4�
812 ダブルウォー 牡3鹿 56 蛯名 正義 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 2 〃 ハナ 4．1�
56 � ウエスタンパレス 牡3鹿 56 内田 博幸 �ウエスタンファーム 鈴木 康弘 米 Dr. Masa-

take Iida 556± 0 〃 ハナ 7．8�
44 ラ グ ー ン 牝3栗 54 村田 一誠桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 坂本 春雄 448± 01：57．67 139．1�
33 エルシェロアスール 牝3栗 54 田中 勝春山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 460－ 21：57．7� 46．1	
69 ウインチェイサー 牡3青鹿56 三浦 皇成�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム B520± 01：57．8� 24．7

68 マイネルエウロス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 512＋ 21：58．12 47．9�
710 トウショウアミラル 牡3黒鹿 56

53 ▲山崎 亮誠トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466＋ 41：58．2� 55．1�
45 ホワイトプラネット 牝3芦 54 江田 照男石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム 494－ 81：58．3クビ 406．5
57 オレモマッテタゼ 牡3栗 56 武士沢友治�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 522＋162：00．2大差 350．3�
711 フォーキングナイト 牡3鹿 56 熊沢 重文大迫久美子氏 鹿戸 雄一 新冠 村上 欽哉 488－122：00．73 86．2�
11 メイショウフーガ 牝3鹿 54 小島 太一松本 和子氏 小島 太 浦河 村下 明博 470＋ 22：00．8� 456．3�
813 リネンウインド �3黒鹿56 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 前谷 武志 444± 02：03．3大差 269．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，295，100円 複勝： 80，957，700円 枠連： 13，814，000円
馬連： 49，383，300円 馬単： 46，907，100円 ワイド： 26，285，400円
3連複： 63，399，700円 3連単： 171，173，100円 計： 481，215，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 100円 � 140円 枠 連（2－8） 180円

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 230円

ワ イ ド �� 110円 �� 200円 �� 280円

3 連 複 ��� 290円 3 連 単 ��� 690円

票 数

単勝票数 計 292951 的中 � 175862（1番人気）
複勝票数 計 809577 的中 � 521509（1番人気）� 148790（2番人気）� 53566（3番人気）
枠連票数 計 138140 的中 （2－8） 59309（1番人気）
馬連票数 計 493833 的中 �� 222869（1番人気）
馬単票数 計 469071 的中 �� 152661（1番人気）
ワイド票数 計 262854 的中 �� 98336（1番人気）�� 25650（2番人気）�� 14846（3番人気）
3連複票数 計 633997 的中 ��� 162181（1番人気）
3連単票数 計1711731 的中 ��� 183669（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―37．6―50．9―1：03．7―1：16．7―1：30．2―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コナピーベリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2013．3．17 中山2着

2010．5．15生 牡3鹿 母 スカーレットベル 母母 スカーレットレディ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンウインド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月13日まで平地競走

に出走できない。
※リネンウインド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09076 4月13日 晴 良 （25中山3）第7日 第4競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走11時30分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

610 カシマトウヨウ 牡3鹿 56 吉田 豊松浦 一久氏 松山 康久 茨城 栗山 道郎 502－ 61：13．4 6．1�
814 イーグルカッター 牡3黒鹿56 戸崎 圭太杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 中村 和夫 474－ 4 〃 クビ 2．9�
34 ベルモントホウオウ 牝3青鹿54 村田 一誠 �ベルモントファーム鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム 486± 01：13．5� 24．4�
69 ナムライッポン 牡3黒鹿56 武士沢友治奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 460－181：13．6� 2．6�
711 ハイランドコンドル 牝3黒鹿54 江田 照男小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 410＋ 21：14．55 209．0�
33 エイデンヒーロー 牡3青鹿56 田辺 裕信永田 清男氏 高木 登 日高 浜本 幸雄 474＋ 41：14．6� 12．1	
58 オンワードハーバー �3芦 56

53 ▲山崎 亮誠樫山 章子氏 杉浦 宏昭 新冠 高橋 忍 428－ 2 〃 クビ 599．5

22 カシノコゴロウ 牡3鹿 56 菅原 隆一柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 460－ 21：14．8� 366．5�
813 ラ ン ギ ョ ク 牝3青鹿54 柴田 善臣�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 474＋ 21：14．9� 25．7�
11 ドントタッチミー 牡3鹿 56 蛯名 正義山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 436－ 81：15．11� 12．4
57 モンサンサターン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 476－ 4 〃 クビ 96．1�
712 アズマワンダー 牡3栗 56 三浦 皇成東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 444＋ 21：15．2クビ 16．7�
45 キャニオンティアモ 牡3栗 56 内田 博幸�谷川牧場 栗田 博憲 浦河 谷川牧場 480－101：15．3� 32．6�
46 フレンドレディー 牝3黒鹿54 石神 深一戸山 昌彦氏 南田美知雄 新ひだか 小河 豊水 422－ 51：19．3大差 800．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，136，700円 複勝： 27，992，100円 枠連： 16，170，200円
馬連： 46，982，300円 馬単： 31，990，600円 ワイド： 20，494，500円
3連複： 59，265，800円 3連単： 104，670，200円 計： 329，702，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 180円 � 140円 � 470円 枠 連（6－8） 240円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，790円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 4，170円 3 連 単 ��� 18，280円

票 数

単勝票数 計 221367 的中 � 29004（3番人気）
複勝票数 計 279921 的中 � 42230（3番人気）� 69573（1番人気）� 11005（8番人気）
枠連票数 計 161702 的中 （6－8） 50856（1番人気）
馬連票数 計 469823 的中 �� 56557（2番人気）
馬単票数 計 319906 的中 �� 17064（4番人気）
ワイド票数 計 204945 的中 �� 15694（2番人気）�� 2629（22番人気）�� 4004（15番人気）
3連複票数 計 592658 的中 ��� 10504（14番人気）
3連単票数 計1046702 的中 ��� 4228（57番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．4―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―35．0―47．4―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシマトウヨウ �
�
父 ダイワレイダース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．2．10 東京8着

2010．4．15生 牡3鹿 母 アサクサヴェール 母母 アサクサバンダナ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレンドレディー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月13日まで平地競

走に出走できない。



09077 4月13日 晴 良 （25中山3）第7日 第5競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走12時20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
2：10．1
2：10．0

良
良

11 コスモピースフル 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 62：15．1 8．2�
47 レアパルファム 牝3芦 54 江田 照男森 保彦氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 464＋ 22：15．31� 7．5�
35 シンボリジャズ 牡3鹿 56 田辺 裕信シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 480± 0 〃 ハナ 2．3�
713 セビジャーナス 牝3黒鹿54 武士沢友治加藤 厚子氏 浅野洋一郎 日高 広富牧場 416－ 22：15．61� 45．3�
36 ジェネスヘイロー 牡3鹿 56 村田 一誠山口 真吾氏 木村 哲也 日高 長田ファーム 472＋ 62：15．91� 11．5�
12 エーブドラエモン 牡3鹿 56 吉田 豊 	レーシングホース

ジャパン 清水 英克 新ひだか 出羽牧場 B454± 02：16．0� 45．3�
510 アキレスバイオ 牡3芦 56 蛯名 正義バイオ	 奥平 雅士 日高 中館牧場 488± 02：16．1� 3．9

816 プリンサプル 牡3鹿 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 浦河 櫛桁牧場 488＋ 22：16．2� 9．2�
24 ウインフェロー 牡3鹿 56 三浦 皇成	ウイン 尾関 知人 様似 小田 誠一 478＋ 42：16．41� 35．9�
815 オマツリマンボ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか グランド牧場 462＋ 2 〃 ハナ 105．9
59 ヤギリハーツ 牡3鹿 56 田中 勝春内田ヤエ子氏 高橋 義博 平取 稲原牧場 470－ 22：16．5� 55．5�
611 ブラックユニバンス 牡3黒鹿56 熊沢 重文亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 462－ 22：16．92� 186．5�
817 ダイメイホーム 牡3栗 56 大下 智宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 梅田牧場 482± 0 〃 ハナ 429．2�
714 メリオンジョー 牝3黒鹿54 石神 深一冨沢 敦子氏 畠山 重則 新ひだか 矢野牧場 462± 0 〃 クビ 648．4�
48 スイートワルツ 牝3鹿 54 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 468－ 8 〃 ハナ 152．4�
23 ミヤビハカン 牡3青鹿56 五十嵐雄祐村上 義勝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 498＋122：17．11� 406．4�
612 ラブインザミスト 牝3黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 488－ 62：21．0大差 422．1�
（17頭）

売 得 金
単勝： 19，335，500円 複勝： 34，470，200円 枠連： 13，385，500円
馬連： 43，276，400円 馬単： 29，258，300円 ワイド： 19，291，700円
3連複： 54，297，600円 3連単： 89，321，200円 計： 302，636，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 180円 � 190円 � 110円 枠 連（1－4） 1，650円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，760円

ワ イ ド �� 490円 �� 320円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 10，610円

票 数

単勝票数 計 193355 的中 � 18620（4番人気）
複勝票数 計 344702 的中 � 40918（3番人気）� 37835（4番人気）� 117347（1番人気）
枠連票数 計 133855 的中 （1－4） 5999（6番人気）
馬連票数 計 432764 的中 �� 19442（6番人気）
馬単票数 計 292583 的中 �� 5755（12番人気）
ワイド票数 計 192917 的中 �� 8959（6番人気）�� 15724（3番人気）�� 17152（1番人気）
3連複票数 計 542976 的中 ��� 33424（2番人気）
3連単票数 計 893212 的中 ��� 6215（29番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．3―12．5―12．8―12．9―12．7―12．4―12．0―12．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．8―36．1―48．6―1：01．4―1：14．3―1：27．0―1：39．4―1：51．4―2：03．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．7
1
3

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

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

コスモピースフル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Fasliyev デビュー 2012．7．8 福島7着

2010．5．22生 牝3鹿 母 コスモメルベーユ 母母 Dane Ripper 10戦1勝 賞金 7，500，000円
〔制裁〕 ジェネスヘイロー号の騎手村田一誠は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔その他〕 ラブインザミスト号は，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。

09078 4月13日 晴 良 （25中山3）第7日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時50分 （芝・右・外）

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
1：30．7
1：30．7

良
良

24 ダイワブレイディ 牡3芦 56 内田 博幸大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 506＋ 41：34．7 3．1�
47 ミ ナ レ ッ ト 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 466± 01：34．8� 14．5�
59 トルークマクト 牡3鹿 56 武士沢友治�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 436－ 21：35．12 78．5�
11 コトブキゴールド 牡3鹿 56 柴田 善臣尾上 松壽氏 金成 貴史 日高 藤本ファーム 442＋ 21：35．31� 25．0�
12 グラスソニック 牡3栗 56 熊沢 重文半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 462± 0 〃 ハナ 52．7�
48 ア ビ ス コ 牡3芦 56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス	 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 480－ 8 〃 クビ 14．7

35 マイネモントル 牝3青鹿54 石橋 脩 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新ひだか 城地 清満 430＋ 61：35．4� 55．5�
36 プラティーヌ 牝3鹿 54 村田 一誠伊藤 元庸氏 鈴木 伸尋 新冠 細川農場 456＋ 21：35．61 144．9�
714 トミケングレンサ 牡3栗 56 吉田 豊冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 戸川牧場 470－ 4 〃 クビ 53．6
816� マンセイグレネード 牡3鹿 56 田中 勝春簗田 満氏 高市 圭二 浦河 バンブー牧場 476－ 2 〃 ハナ 9．4�
23 コスモマートレット 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ムラカミファーム 480－ 21：35．81� 56．1�
510 レオハイタッチ 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 478－ 61：36．01� 138．6�
713 チェリーペトルズ 牝3鹿 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 456－ 2 〃 アタマ 2．7�
611 スマートルピナス 牝3鹿 54 田辺 裕信大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 444± 01：36．1クビ 6．5�
815 マイネルイルミナル 牡3鹿 56 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 462＋ 81：36．31� 45．0�
612� プロティアン 牡3鹿 56 江田 照男�下河辺牧場 武藤 善則 日高 下河辺牧場 460－ 21：36．51� 251．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，696，900円 複勝： 35，377，900円 枠連： 16，467，800円
馬連： 57，289，000円 馬単： 35，700，300円 ワイド： 24，899，000円
3連複： 65，915，600円 3連単： 112，246，500円 計： 374，593，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 310円 � 910円 枠 連（2－4） 1，020円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 710円 �� 2，930円 �� 4，040円

3 連 複 ��� 19，120円 3 連 単 ��� 81，300円

票 数

単勝票数 計 266969 的中 � 68811（2番人気）
複勝票数 計 353779 的中 � 80612（1番人気）� 27849（4番人気）� 7759（12番人気）
枠連票数 計 164678 的中 （2－4） 11977（4番人気）
馬連票数 計 572890 的中 �� 23614（4番人気）
馬単票数 計 357003 的中 �� 8382（7番人気）
ワイド票数 計 248990 的中 �� 9244（5番人気）�� 2037（36番人気）�� 1466（42番人気）
3連複票数 計 659156 的中 ��� 2545（61番人気）
3連単票数 計1122465 的中 ��� 1019（240番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．1―48．0―1：00．1―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4F46．7―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

ダイワブレイディ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．9．9 中山5着

2010．3．17生 牡3芦 母 ダイワジェラート 母母 ビューティーメイク 6戦2勝 賞金 14，750，000円
※グラスソニック号・コトブキゴールド号・チェリーペトルズ号は，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 良 （25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20分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

78 オルレアンノオトメ 牝6鹿 55 田辺 裕信�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B480＋121：57．6 12．3�
66 コスモレイラ 牝4青鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 480± 01：57．81� 26．5�
11 ラブミーニキータ 牝5芦 55

52 ▲山崎 亮誠小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 518－ 41：57．9クビ 19．2�
811 アンスポークン 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 01：58．0� 2．4�
810 ノーブルガイア 牝4黒鹿55 吉田 豊菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 438－ 41：58．1� 18．7�
44 センティラシオン 牝5芦 55 石神 深一中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 480＋ 41：58．31� 211．9	
22 スピカシチー 牝4鹿 55 蛯名 正義 
友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 436－ 41：58．4� 10．8�
79 シシリアンルージュ 牝4栗 55 嘉藤 貴行�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 460± 01：58．5� 93．1�
55 � ウインアンブロシア 牝4鹿 55 三浦 皇成
ウイン 粕谷 昌央 安平 追分ファーム 450－ 3 〃 アタマ 6．5
33 � カネトシデンファレ 牝4鹿 55 柴田 善臣髙橋 一郎氏 嶋田 潤 千歳 社台ファーム 446＋ 41：58．71� 95．4�
67 フ ォ ー ミ ー 牝5鹿 55 武士沢友治 
アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 480－ 61：58．8� 3．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，254，900円 複勝： 33，311，700円 枠連： 13，528，100円
馬連： 50，382，500円 馬単： 35，153，300円 ワイド： 23，158，500円
3連複： 56，702，500円 3連単： 112，335，000円 計： 348，826，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 450円 � 560円 � 450円 枠 連（6－7） 1，720円

馬 連 �� 8，720円 馬 単 �� 19，880円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 2，340円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 34，500円 3 連 単 ��� 218，170円

票 数

単勝票数 計 242549 的中 � 15577（5番人気）
複勝票数 計 333117 的中 � 20007（5番人気）� 15450（8番人気）� 19911（6番人気）
枠連票数 計 135281 的中 （6－7） 5828（8番人気）
馬連票数 計 503825 的中 �� 4265（26番人気）
馬単票数 計 351533 的中 �� 1305（54番人気）
ワイド票数 計 231585 的中 �� 2674（24番人気）�� 2432（26番人気）�� 2669（25番人気）
3連複票数 計 567025 的中 ��� 1213（78番人気）
3連単票数 計1123350 的中 ��� 380（419番人気）

ハロンタイム 13．0―12．4―13．6―13．8―13．6―13．6―13．1―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．4―39．0―52．8―1：06．4―1：20．0―1：33．1―1：45．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F37．6
1
3
8，11，6（4，5）10（1，7，9）－2－3
8（11，5）（6，1，9）（4，10，7，3）2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オルレアンノオトメ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2009．7．18 新潟7着

2007．3．23生 牝6鹿 母 マイネカプリース 母母 ダイナカプリ 53戦3勝 賞金 43，102，000円

09080 4月13日 晴 良 （25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50分 （芝・右・外）

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
1：30．7
1：30．7

良
良

22 シャンボールフィズ 牝4鹿 55 内田 博幸 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 436＋141：34．2 7．7�
712 ブラインドサイド 牡4鹿 57 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 494＋ 21：34．41� 2．8�
23 トキノサコン 牡5栗 57 江田 照男田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 488± 0 〃 ハナ 43．8�
47 ロジメジャー 牡4黒鹿57 蛯名 正義久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 492± 01：34．61� 5．8�
59 エバーグリーン 牡5青 57 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 494－ 4 〃 クビ 3．5�
11 ユ ウ セ ン 牡5青鹿57 武士沢友治本田 恒雄氏 尾関 知人 新ひだか 村岡 農夫 470－ 4 〃 ハナ 33．0	
58 マイネルゴラッソ 牡5栗 57 嘉藤 貴行 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 482＋141：34．81� 13．0�
815 バトルキトリ 牝4栗 55

52 ▲山崎 亮誠宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 前田牧場 464± 01：34．9クビ 143．9�
814� アクアライン 牝4黒鹿55 三浦 皇成古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 450＋ 3 〃 クビ 29．9
46 マイネルエクレウス 牡4鹿 57 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 486－221：35．0� 75．1�
34 マイネルスパイス 牡4鹿 57 石橋 脩 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 長浜 忠 428＋ 8 〃 アタマ 10．8�
611 ミヤコライジング 牝4鹿 55 村田 一誠吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 452± 01：35．21 121．2�
35 トップスカーレット 牝4栗 55 田辺 裕信林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 456± 01：35．41� 77．2�
610� トーセンカルツェ 牡6栗 57 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 484－ 21：35．61� 151．1�
713� リネンヴィヴィッド 牡4鹿 57 熊沢 重文戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 506＋ 21：36．45 319．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，405，200円 複勝： 44，016，500円 枠連： 17，893，300円
馬連： 70，734，000円 馬単： 40，107，600円 ワイド： 28，866，100円
3連複： 76，235，800円 3連単： 127，912，200円 計： 433，170，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 280円 � 150円 � 690円 枠 連（2－7） 960円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 590円 �� 2，810円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 9，240円 3 連 単 ��� 42，800円

票 数

単勝票数 計 274052 的中 � 28198（4番人気）
複勝票数 計 440165 的中 � 37487（5番人気）� 107340（1番人気）� 12537（9番人気）
枠連票数 計 178933 的中 （2－7） 13790（4番人気）
馬連票数 計 707340 的中 �� 47732（3番人気）
馬単票数 計 401076 的中 �� 9900（11番人気）
ワイド票数 計 288661 的中 �� 12924（4番人気）�� 2420（31番人気）�� 4409（18番人気）
3連複票数 計 762358 的中 ��� 6092（30番人気）
3連単票数 計1279122 的中 ��� 2206（134番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．8―11．8―11．9―11．6―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．7―47．5―59．4―1：11．0―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

シャンボールフィズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．30 東京1着

2009．2．16生 牝4鹿 母 マンハッタンフィズ 母母 サトルチェンジ 12戦2勝 賞金 25，182，000円
〔騎手変更〕 リネンヴィヴィッド号の騎手柴田善臣は，負傷のため熊沢重文に変更。
※ミヤコライジング号・リネンヴィヴィッド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09081 4月13日 晴 良 （25中山3）第7日 第9競走 ��2，000�
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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000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
1：58．2
1：56．1

良
良

88 サムソンズプライド 牡3鹿 56 田辺 裕信有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 460－ 62：01．1 5．9�
33 ヘイローフォンテン 牡3鹿 56 田中 勝春吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 504－ 4 〃 クビ 22．0�
89 イレプレイスブル 牡3黒鹿56 三浦 皇成�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 468－ 62：01．52� 13．1�
66 ケイアイチョウサン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 438± 02：01．81� 2．2�
11 サトノマーキュリー 牡3黒鹿56 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 むかわ 上水牧場 486± 02：02．22� 8．5�
77 ク ロ ス ボ ウ 牡3黒鹿56 吉田 豊 	サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 510＋ 8 〃 ハナ 4．2

55 マイネルバランシン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 田原橋本牧場 B480－ 2 〃 ハナ 74．2�
22 ニシノヘリオス 牡3青鹿56 内田 博幸西山 茂行氏 田村 康仁 日高 メイプルファーム 478－ 82：02．41� 8．8�
44 スリーデーモン 牡3青鹿56 石橋 脩永井商事� 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 506－ 22：02．71� 28．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，330，000円 複勝： 50，199，400円 枠連： 17，074，100円
馬連： 85，825，200円 馬単： 58，882，500円 ワイド： 31，651，900円
3連複： 94，244，600円 3連単： 215，346，700円 計： 591，554，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 220円 � 510円 � 380円 枠 連（3－8） 2，480円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 6，450円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，070円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 19，510円 3 連 単 ��� 94，440円

票 数

単勝票数 計 383300 的中 � 52003（3番人気）
複勝票数 計 501994 的中 � 70543（3番人気）� 23071（7番人気）� 33803（6番人気）
枠連票数 計 170741 的中 （3－8） 5088（12番人気）
馬連票数 計 858252 的中 �� 15500（19番人気）
馬単票数 計 588825 的中 �� 6739（27番人気）
ワイド票数 計 316519 的中 �� 7164（15番人気）�� 7431（14番人気）�� 2648（28番人気）
3連複票数 計 942446 的中 ��� 3566（50番人気）
3連単票数 計2153467 的中 ��� 1683（261番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．7―12．4―13．0―12．2―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�
12．7―23．7―36．4―48．8―1：01．8―1：14．0―1：26．1―1：37．8―1：49．4

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
8，3，5－2－9，1，7－6－4・（8，3）5－9（2，1）7，6，4

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

勝馬の
紹 介

サムソンズプライド �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．7．8 福島9着

2010．3．26生 牡3鹿 母 フェザーレイ 母母 エルフィンフェザー 10戦2勝 賞金 19，938，000円
〔騎手変更〕 ヘイローフォンテン号の騎手柴田善臣は，負傷のため田中勝春に変更。

09082 4月13日 晴 良 （25中山3）第7日 第10競走 ��1，800�
そ う ぶ

総武ステークス
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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 � アメリカンウィナー 牡4青鹿57 村田 一誠吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote
Stud, Ltd. 488－ 41：52．0 4．3�

611� イッシンドウタイ 牡4鹿 57 石橋 脩�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 496－ 4 〃 ハナ 18．0�
48 サ ン ビ ス タ 牝4黒鹿55 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 462－ 61：52．85 37．4�
24 コスモメルハバ 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 508± 0 〃 アタマ 50．6�
714 アドマイヤジャガー 牡6鹿 57 田中 勝春近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472－ 21：53．01� 90．9	
816 ギャザーロージズ 	6芦 57 吉田 豊吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 486－ 41：53．1
 7．0

510 ニシノオウガイ 牡5黒鹿57 江田 照男西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 508＋ 21：53．2クビ 40．6�
815 ビンテージチャート 牡7栗 57 武士沢友治 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム 524－ 41：53．51
 15．4�
713 コルポディヴェント 牡5栗 57 内田 博幸 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518－121：53．6� 8．4
12 � ダ イ バ ク フ 牡8鹿 57 大下 智柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 門別 富川牧場 496＋ 21：53．8
 167．6�
47 � タイガースラム 	7栗 57 高田 潤吉田 和美氏 高野 友和 新冠 柏木 一則 576－ 61：54．54 67．7�
59 ディーエスコンドル 牡5鹿 57 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 468－ 81：54．6クビ 49．0�
23 ハ リ ケ ー ン 牡5鹿 57 戸崎 圭太近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 518－ 21：54．7� 2．3�
35 ジョウノボヘミアン 牡7鹿 57 田辺 裕信小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 502＋18 〃 ハナ 19．2�
36 ケイジーウィンザー 牡5栗 57 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 494＋ 21：55．33� 79．5�
612 グッドカレラ 牡6青 57 熊沢 重文杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 516± 01：56．68 94．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，838，000円 複勝： 68，654，500円 枠連： 34，740，000円
馬連： 148，756，800円 馬単： 79，531，600円 ワイド： 54，768，300円
3連複： 162，509，700円 3連単： 286，061，700円 計： 879，860，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 210円 � 340円 � 870円 枠 連（1－6） 2，720円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 2，140円 �� 3，790円

3 連 複 ��� 23，670円 3 連 単 ��� 109，620円

票 数

単勝票数 計 448380 的中 � 83300（2番人気）
複勝票数 計 686545 的中 � 103231（2番人気）� 52003（5番人気）� 17531（10番人気）
枠連票数 計 347400 的中 （1－6） 9427（12番人気）
馬連票数 計1487568 的中 �� 36249（10番人気）
馬単票数 計 795316 的中 �� 12047（15番人気）
ワイド票数 計 547683 的中 �� 12839（10番人気）�� 6271（24番人気）�� 3483（41番人気）
3連複票数 計1625097 的中 ��� 5067（75番人気）
3連単票数 計2860617 的中 ��� 1926（317番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．0―12．3―12．3―12．5―12．7―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．3―48．6―1：00．9―1：13．4―1：26．1―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．6
1
3

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

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

�アメリカンウィナー �
�
父 Bernardini �

�
母父 Kingmambo デビュー 2011．11．13 東京6着

2009．3．3生 牡4青鹿 母 Zappeuse 母母 Danseuse du Nord 13戦4勝 賞金 55，594，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 イッシンドウタイ号の騎手柴田善臣は，負傷のため石橋脩に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ママキジャ号



09083 4月13日 晴 良 （25中山3）第7日 第11競走
第15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 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円
生産者賞
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4：47．0良

612� ブラックステアマウンテン �8鹿 63 R．ウォルシュ S．リッチー氏 W．マリンズ 愛 Mrs
J.M.Mullins 514± 04：50．5 26．4�

（Blackstairmountain（IRE）） （愛） （愛）

59 リキアイクロフネ 牡6鹿 63 金子 光希高山 幸雄氏 田中 剛 むかわ 東振牧場 470－ 24：50．6� 4．6�
35 シゲルジュウヤク 牡5栗 63 熊沢 重文森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 484－ 64：50．81	 6．0�
713 タニノハービービー 牡4鹿 62 草野 太郎谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 482－ 24：51．33 95．7�
815 セ イ エ イ 牡5栗 63 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 524－10 〃 クビ 23．9�
23 バアゼルリバー 牡7鹿 63 小坂 忠士市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 44：51．51 2．4�
714 ハ ク サ ン 牡7黒鹿63 石神 深一篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 442± 04：51．71� 6．5	
11 トーセンオーパス �7鹿 63 江田 勇亮島川 
哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 444－ 84：51．9
 44．6�
24 ワシャモノタリン 牡7黒鹿63 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 504－124：52．32� 20．8�
47 � ウォークラウン 牡7鹿 63 林 満明加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates 512－ 64：52．51	 80．7
48 ビービースカット 牡6青鹿63 柴田 大知�坂東牧場 田中 剛 日高 森本牧場 B512± 04：55．9大差 57．3�
36 マイネルネオス 牡10鹿 63 浜野谷憲尚 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 64：56．64 131．4�
816 ナリタシャトル 牡8黒鹿63 西谷 誠�オースミ 小野 幸治 浦河 太陽牧場 498－144：57．23� 16．2�
611 メルシーモンサン 牡8鹿 63 黒岩 悠永井 康郎氏 武 宏平 三石 三石ファーム 522－12 （競走中止） 166．2�
12 カ ピ タ ー ノ 牡9黒鹿63 平沢 健治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 500± 0 （競走中止） 167．8�
510 ゴールデンガッツ 牡8栗 63 植野 貴也�協栄 加用 正 門別 タバタファーム 506－ 8 （競走中止） 33．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，024，100円 複勝： 83，001，700円 枠連： 60，268，400円
馬連： 222，510，900円 馬単： 132，596，700円 ワイド： 76，285，200円
3連複： 294，402，400円 3連単： 561，335，900円 計： 1，496，425，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，640円 複 勝 � 730円 � 200円 � 240円 枠 連（5－6） 4，200円

馬 連 �� 6，720円 馬 単 �� 17，420円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 2，640円 �� 620円

3 連 複 ��� 13，570円 3 連 単 ��� 123，370円

票 数

単勝票数 計 660241 的中 � 19781（8番人気）
複勝票数 計 830017 的中 � 23997（10番人気）� 128577（2番人気）� 97861（3番人気）
枠連票数 計 602684 的中 （5－6） 10593（15番人気）
馬連票数 計2225109 的中 �� 24443（20番人気）
馬単票数 計1325967 的中 �� 5620（47番人気）
ワイド票数 計 762852 的中 �� 10197（19番人気）�� 6851（27番人気）�� 32186（5番人気）
3連複票数 計2944024 的中 ��� 16012（38番人気）
3連単票数 計5613359 的中 ��� 3358（290番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 52．2－3F 39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→	」
�
�
5－14－1－（4，8，12）15（16，3）（9，6）13，11－7・（5，14）－（4，12）1－15（3，8，9）（13，6）7－16＝11

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

勝馬の
紹 介

�ブラックステアマウンテン �
�
父 Imperial Ballet �

�
母父 Sabrehill （2戦1勝 賞金 65，560，000円）

2005．3．8生 �8鹿 母 Sixhills 母母 Moidart

〔競走中止〕 ゴールデンガッツ号は，1周目5号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
カピターノ号は，転倒した「ゴールデンガッツ」号の影響を受けたため1周目4コーナーで競走中止。
メルシーモンサン号は，競走中に疾病〔左前繋靭帯不全断裂〕を発症したため9号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

〔制裁〕 ハクサン号の騎手石神深一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・11番・9番）
※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。
（非当選馬） 2頭 コブラボール号・スマートステージ号
（非抽選馬） 3頭 サーストンムーン号・トウシンボルト号・ナドレ号
※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。

09084 4月13日 晴 良 （25中山3）第7日 第12競走 ��1，800�
か し ま

鹿 島 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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

713 リアライズキボンヌ 牝4鹿 55 戸崎 圭太工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 462＋ 21：53．2 3．3�
816 アサクサポイント �5青鹿57 石橋 脩田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470－ 21：53．94 6．8�
36 ヴォーグトルネード 牡4栗 57 内田 博幸深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472－ 61：54．0� 4．3�
35 エーペックス 牡4青鹿57 江田 照男�Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 512± 01：54．1� 21．5�
24 コパノウィリアム 牡4鹿 57 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 480＋ 41：54．31	 10．4�
612 プリュキエール 牡4青鹿57 嘉藤 貴行 	サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 492＋ 4 〃 ハナ 24．1

12 ハリマノワタリドリ 牡7栗 57 武士沢友治福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B482＋ 4 〃 ハナ 91．7�
23 コスモイーチタイム 牡5栗 57 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 2 〃 ハナ 66．5�
11 アントウェルペン 牡5鹿 57 田辺 裕信青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか グランド牧場 B500－ 21：54．51	 9．5
815 ミステリートレイン 牡5鹿 57 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 506－101：54．6� 21．5�
510 ヴァンヘルシング 牡4青鹿57 蛯名 正義市川真奈美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 442－ 4 〃 クビ 5．8�
48 ダイワスパンキー 牡4栗 57 田中 勝春大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 494－ 41：55．34 64．8�
611 ヤマニンパソドブル 牝6青鹿55 村田 一誠土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 486＋ 61：55．4� 285．8�
47 マイネルソラーナ 牡5栗 57 石神 深一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 91：55．5クビ 336．9�
714 ディアフロイデ 牡5鹿 57 熊沢 重文ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム 438± 01：55．71	 93．5�
59 
 プ ル プ ル 牝7鹿 55 中村 将之栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 辻 牧場 446＋121：56．44 441．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，651，800円 複勝： 85，785，100円 枠連： 39，170，500円
馬連： 155，800，700円 馬単： 85，383，100円 ワイド： 63，952，400円
3連複： 195，610，100円 3連単： 347，649，400円 計： 1，024，003，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 190円 � 170円 枠 連（7－8） 710円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 410円 �� 320円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 7，600円

票 数

単勝票数 計 506518 的中 � 124517（1番人気）
複勝票数 計 857851 的中 � 212461（1番人気）� 99967（3番人気）� 132703（2番人気）
枠連票数 計 391705 的中 （7－8） 41021（2番人気）
馬連票数 計1558007 的中 �� 101733（3番人気）
馬単票数 計 853831 的中 �� 32708（4番人気）
ワイド票数 計 639524 的中 �� 38937（2番人気）�� 53264（1番人気）�� 29431（5番人気）
3連複票数 計1956101 的中 ��� 90559（2番人気）
3連単票数 計3476494 的中 ��� 33796（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．8―13．3―12．4―12．5―12．4―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．8―50．1―1：02．5―1：15．0―1：27．4―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リアライズキボンヌ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．10．29 京都3着

2009．5．16生 牝4鹿 母 ジョウノボレロ 母母 ザ ン ゼ 13戦3勝 賞金 39，327，000円
〔騎手変更〕 プリュキエール号の騎手柴田善臣は，負傷のため嘉藤貴行に変更。
〔制裁〕 コスモイーチタイム号の騎手柴田大知は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）



（25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
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

290，520，000円
6，820，000円
2，240，000円
26，730，000円
63，950，000円
6，311，200円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
387，186，600円
646，402，300円
266，304，700円
1，021，692，000円
640，169，200円
410，118，200円
1，234，471，100円
2，340，680，700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 6，947，024，800円

総入場人員 27，143名 （有料入場人員 25，253名）
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