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09037 4月6日 晴 重 （26中山3）第4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）

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 サクラフローラ 牝3黒鹿54 内田 博幸�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡スタット 518 ―1：12．9 3．8�
48 シゲルイシカリ 牝3栗 54 A．シュタルケ 森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 タニグチ牧場 418－ 41：13．11� 13．3�

（独）

510 パルティール 牝3栗 54 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 494 ―1：13．2� 12．2�
612 エアマチルド 牝3栗 54 戸崎 圭太 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 434－ 81：13．51� 3．2�
35 ラヴィングルック 牝3黒鹿54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450± 01：13．81� 5．2	
12 プリサイスタイム 牝3青鹿54 武士沢友治杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 488 ―1：14．01� 55．0

714 エスティレイズ 牝3黒鹿54 西田雄一郎島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 426－ 81：14．31� 7．5�
47 ホ ト ト ヤ エ 牝3黒鹿54 蛯名 正義井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 パカパカ

ファーム B478－10 〃 クビ 14．9
23 プレジャーリーフ 牝3栗 54

51 ▲原田 和真江川 伸夫氏 小桧山 悟 平取 松崎 文彦 410 ― 〃 ハナ 206．7�
713 オーロラオーラ 牝3鹿 54 松岡 正海�三嶋牧場 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 442 ―1：14．4クビ 107．7�
59 アルファルミエール 牝3栗 54 勝浦 正樹�貴悦 池上 昌弘 新冠 秋田牧場 468 ― 〃 クビ 25．3�
816 マ ナ ス ル 牝3黒鹿54 柴田 大知岡田 壮史氏 加藤 和宏 浦河 市川フアーム 446 ―1：14．82� 75．9�
36 タマモウエルカム 牝3黒鹿54 丸田 恭介タマモ� 清水 英克 新ひだか フジワラフアーム 412－ 4 〃 アタマ 47．7�
24 ナ ム ラ リ ズ 牝3鹿 54 後藤 浩輝奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 430－ 61：15．22� 78．4�
11 ア モ ロ ッ ソ 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 392－ 61：16．79 179．4�
611 マスキエッタ 牝3栗 54 四位 洋文�三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 466 ― （競走中止） 81．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，394，600円 複勝： 41，552，500円 枠連： 15，747，600円
馬連： 55，217，300円 馬単： 33，362，900円 ワイド： 26，007，700円
3連複： 74，289，900円 3連単： 111，743，600円 計： 380，316，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 320円 � 380円 枠 連（4－8） 1，590円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 960円 �� 900円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 10，970円 3 連 単 ��� 45，920円

票 数

単勝票数 計 223946 的中 � 46819（2番人気）
複勝票数 計 415525 的中 � 68638（3番人気）� 32122（5番人気）� 26291（6番人気）
枠連票数 計 157476 的中 （4－8） 7343（9番人気）
馬連票数 計 552173 的中 �� 15044（11番人気）
馬単票数 計 333629 的中 �� 6204（16番人気）
ワイド票数 計 260077 的中 �� 6770（12番人気）�� 7292（10番人気）�� 3252（22番人気）
3連複票数 計 742899 的中 ��� 5001（34番人気）
3連単票数 計1117436 的中 ��� 1796（135番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．8―12．6―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．8―47．4―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラフローラ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．4．13生 牝3黒鹿 母 サクラエンプレス 母母 サクラクレアー 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 マスキエッタ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ラヴィングルック号の騎手田中勝春は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番・1番）
※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。

09038 4月6日 晴 重 （26中山3）第4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）

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

24 デ コ イ 牡3鹿 56 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 468－ 41：56．2 16．1�
59 ウインヤード 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 458＋ 81：56．3� 37．9�
612 シンザンプロスパー 牡3鹿 56 西田雄一郎平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 細川牧場 522－ 21：56．4� 8．0�
36 スタースパーダ 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太村上 憲政氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 460＋ 21：56．5クビ 9．1�
714 ディープリアン 牝3鹿 54 勝浦 正樹深見 敏男氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 456＋ 2 〃 クビ 32．4�
48 マッチレスヒーロー 牡3栗 56 五十嵐雄祐�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 476＋ 21：56．71 3．7	
816 ジーガークリスタル 牡3鹿 56 三浦 皇成�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 530－ 81：56．91� 6．3

815 チャンピオンガイ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太坪野谷和平氏 大竹 正博 新冠 榊原 光子 446 ― 〃 クビ 6．7�
611 ディープフォンテン 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 田中 裕之 462－101：57．32� 105．8�
12 マーキーズシェイプ 牡3鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 488－ 61：57．51� 4．1
47 ヨイチスノー 牝3黒鹿54 大野 拓弥加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 金成吉田牧場 422－ 61：57．6� 57．2�
23 ドクターシェイド 牝3鹿 54 柴田 善臣松岡 悟氏 柴田 政人 日高 庄野牧場 434－ 81：59．19 211．5�
35 ワードオブコマンド 牡3青鹿56 後藤 浩輝 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 82：01．0大差 27．8�
713 デルマノパパナノダ 牡3黒鹿56 西村 太一浅沼 廣幸氏 高柳 瑞樹 日高 ファニーヒルファーム 484 ― 〃 ハナ 145．1�
11 ギンザデネボラ 牡3鹿 56 村田 一誠有馬 博文氏 天間 昭一 新冠 競優牧場 470－ 82：01．42� 302．6�
510 タケルポジティブ 牡3青鹿56 大庭 和弥森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 B470－ 42：01．5� 291．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，658，700円 複勝： 39，513，300円 枠連： 16，041，700円
馬連： 58，434，700円 馬単： 35，905，100円 ワイド： 26，769，600円
3連複： 79，768，300円 3連単： 118，995，100円 計： 396，086，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 410円 � 910円 � 270円 枠 連（2－5） 15，160円

馬 連 �� 16，720円 馬 単 �� 30，710円

ワ イ ド �� 3，690円 �� 1，440円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 29，060円 3 連 単 ��� 185，670円

票 数

単勝票数 計 206587 的中 � 10164（7番人気）
複勝票数 計 395133 的中 � 25512（7番人気）� 10159（10番人気）� 43927（4番人気）
枠連票数 計 160417 的中 （2－5） 781（28番人気）
馬連票数 計 584347 的中 �� 2580（41番人気）
馬単票数 計 359051 的中 �� 863（79番人気）
ワイド票数 計 267696 的中 �� 1759（36番人気）�� 4660（19番人気）�� 2743（30番人気）
3連複票数 計 797683 的中 ��� 2026（83番人気）
3連単票数 計1189951 的中 ��� 473（508番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．5―50．9―1：03．9―1：16．6―1：29．4―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デ コ イ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Freud デビュー 2013．11．23 東京13着

2011．1．25生 牡3鹿 母 クイックリトルミス 母母 Swift Girl 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 シンザンプロスパー号の騎手西田雄一郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

シンザンプロスパー号の騎手西田雄一郎は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
スタースパーダ号の騎手伴啓太は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギンザデネボラ号・タケルポジティブ号は，「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） 1頭 ドータン号
（非抽選馬） 1頭 フユハナビ号

第３回 中山競馬 第４日



09039 4月6日 晴 重 （26中山3）第4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

815 キービスケット 牝3黒鹿54 吉田 豊北前孔一郎氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 474－ 21：12．8 6．6�
47 ベルウッドタイガ 牡3黒鹿56 武士沢友治鈴木 照雄氏 田島 俊明 浦河 駿河牧場 502－ 2 〃 クビ 3．5�
713 スペクタキュラー 牡3黒鹿56 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 21：12．9クビ 4．0�
12 ヒメスズラン 牝3栗 54 松岡 正海岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 486＋ 21：13．11� 7．1�
714 プ ロ ト コ ル 牡3栗 56 的場 勇人石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 520－ 21：13．31� 6．4�
816 ハクタイノカカク 牡3黒鹿56 内田 博幸池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 41：13．4� 27．8�
48 モリトハリウッド 牡3鹿 56 勝浦 正樹石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 510 ―1：13．61� 56．5	
510 サクラナモラーダ 牝3栗 54 横山 典弘
さくらコマース尾形 和幸 新ひだか 山田牧場 488－ 41：13．81 16．6�
612 プ ラ ス ワ ン 牡3栗 56 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 青森 太田ファーム 446－ 4 〃 アタマ 309．8�
11 タイキビスタ 牝3鹿 54 吉田 隼人大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 472－ 21：14．33 80．7�
59 メデューサノヒトミ 牝3鹿 54 丸田 恭介千葉 正人氏 清水 英克 新ひだか 村上牧場 B470－ 4 〃 ハナ 75．9�
36 ディアキンカク 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也ディアレスト 矢野 英一 浦河 小島牧場 B490－ 2 〃 クビ 12．5�
611 レッドローズキング 牡3栗 56 柴田 大知小野 博郷氏 土田 稔 新ひだか 稲葉牧場 454－ 11：14．4� 139．7�
23 ホウショウマージ 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁芳賀 吉孝氏 上原 博之 日高 新井 昭二 390－101：14．61 109．4�
35 クリスタルキー 牡3鹿 56 杉原 誠人北前孔一郎氏 南田美知雄 浦河 村下農場 458 ― 〃 ハナ 320．3�
24 タカラミッシェル 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 388－ 21：15．77 35．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，015，000円 複勝： 46，378，400円 枠連： 18，939，900円
馬連： 63，403，200円 馬単： 37，084，400円 ワイド： 29，723，600円
3連複： 82，349，000円 3連単： 128，704，500円 計： 430，598，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 160円 � 150円 � 170円 枠 連（4－8） 1，250円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 350円 �� 360円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 8，020円

票 数

単勝票数 計 240150 的中 � 28981（4番人気）
複勝票数 計 463784 的中 � 78822（2番人気）� 84139（1番人気）� 73638（3番人気）
枠連票数 計 189399 的中 （4－8） 11223（5番人気）
馬連票数 計 634032 的中 �� 42001（3番人気）
馬単票数 計 370844 的中 �� 10130（10番人気）
ワイド票数 計 297236 的中 �� 21410（1番人気）�� 20186（3番人気）�� 21319（2番人気）
3連複票数 計 823490 的中 ��� 50724（1番人気）
3連単票数 計1287045 的中 ��� 11850（10番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―12．3―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．5―46．8―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キービスケット �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Honour and Glory デビュー 2013．8．17 函館2着

2011．2．7生 牝3黒鹿 母 アンジェロファニー 母母 Girl Child 6戦1勝 賞金 9，850，000円

09040 4月6日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （26中山3）第4日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
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3：10．2良・良

33 テンジンキヨモリ 牡4青鹿59 江田 勇亮白井 岳氏 武井 亮 浦河 赤田牧場 488－123：15．3 183．5�
22 � ショウナンワヒネ 牝5鹿 58 田村 太雅�湘南 梅田 智之 浦河 桑田牧場 484± 03：15．4� 38．4�
57 ナンデヤネン 牡7青 60 高野 和馬杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 494＋ 83：16．46 13．5�
69 ヘリオスフィア 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 6 〃 クビ 3．0�
712 レオハイタッチ �4鹿 59 草野 太郎�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 456＋ 13：17．03� 71．6	
814 ダノンゴールド 牡5黒鹿60 横山 義行�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 542－ 83：17．1� 4．6

711 カントリースノー �7黒鹿60 山本 康志鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 43：17．2クビ 16．0�
813� ラインミッシェル 牝5鹿 58 大江原 圭大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 上村 清志 436± 03：17．41� 14．7�
11 カリスマアキラ 牡5栗 60 金子 光希 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 492＋ 43：17．5クビ 54．8
45 リアルブラック �5青鹿60 林 満明大迫 基弘氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 502－ 43：17．81	 7．8�
46 オリオンザポラリス 牡7黒鹿60 石神 深一平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 474＋103：17．9	 3．4�
58 スマイルフォンテン 牝6栗 58 浜野谷憲尚吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 496＋ 23：19．49 96．4�
610� エムオーキャプテン 牡5黒鹿60 鈴木 慶太大浅 貢氏 尾形 和幸 日高 門別牧場 468－ 23：20．03� 234．7�
34 テワヒポウナム 牝4鹿 57 蓑島 靖典�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 440＋ 23：28．4大差 306．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，577，300円 複勝： 28，934，300円 枠連： 16，869，000円
馬連： 44，967，700円 馬単： 30，429，100円 ワイド： 20，674，500円
3連複： 63，041，500円 3連単： 108，101，400円 計： 333，594，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 18，350円 複 勝 � 2，360円 � 860円 � 370円 枠 連（2－3） 32，850円

馬 連 �� 102，750円 馬 単 �� 258，130円

ワ イ ド �� 23，780円 �� 13，370円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 332，320円 3 連 単 ��� 1，945，830円

票 数

単勝票数 計 205773 的中 � 884（12番人気）
複勝票数 計 289343 的中 � 2959（12番人気）� 8689（8番人気）� 22892（5番人気）
枠連票数 計 168690 的中 （2－3） 379（31番人気）
馬連票数 計 449677 的中 �� 323（72番人気）
馬単票数 計 304291 的中 �� 87（146番人気）
ワイド票数 計 206745 的中 �� 212（75番人気）�� 378（59番人気）�� 1922（27番人気）
3連複票数 計 630415 的中 ��� 140（231番人気）
3連単票数 計1081014 的中 ��� 41（1281番人気）
上り 1マイル 1：49．5 4F 53．7－3F 40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テンジンキヨモリ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．9．15 中山12着

2010．5．7生 牡4青鹿 母 ユシマミヅキ 母母 ユシマクイーン 障害：4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ナンデヤネン号の騎手上野翔は，負傷のため高野和馬に変更。



09041 4月6日 晴 稍重 （26中山3）第4日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時30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
1：58．0
1：56．1

良
良

510 レッドグルック 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 482－ 22：03．1 4．0�
714 ネオリアリズム 牡3栗 56 津村 明秀 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 508－ 6 〃 クビ 8．6�
611 ヒラボクダービー 牡3鹿 56 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 476－ 82：03．31� 1．9�
11 スズカヴァンガード �3栗 56

53 ▲長岡 禎仁永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 472－ 22：03．4	 9．4�
713 キングランベリ 牡3鹿 56 蛯名 正義村上 義勝氏 高橋 文雅 浦河 大成牧場 508－ 22：03．71	 21．0	
36 ブ リ ー ジ ョ 牡3黒鹿56 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 514－ 42：04．01	 37．6

23 ザッツフェイマス 牡3芦 56 田辺 裕信有限会社シルク松山 将樹 新冠 ムラカミファーム 480－ 22：04．1	 16．8�
24 オ ニ ガ イ 牡3黒鹿56 西田雄一郎副島 義久氏 高市 圭二 浦河 モトスファーム 482－142：04．2
 178．3�
816 コーリンジャヴロー 牡3鹿 56 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 B452－122：04．41� 167．5
59 バトルポデリオ 牡3栗 56 藤岡 佑介宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 484－12 〃 クビ 227．5�
817 マイネルミランダス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 青森 石田 英機 460＋ 42：04．61
 51．3�
48 ショウナンアラン 牡3鹿 56 武士沢友治�湘南 上原 博之 日高 オリオンファーム 456－ 62：04．7
 140．1�
47 ユキノアカツキ 牡3栗 56 吉田 隼人馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 幾千世牧場 522－ 62：04．8クビ 45．1�
35 ボーノボーノ 牝3栗 54 勝浦 正樹友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 456－ 6 〃 アタマ 145．5�
715 オ ル デ ィ ネ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド B480－122：05．01� 526．2�

612 スマッシングダウト 牝3栗 54 A．シュタルケ 吉田 和美氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 506－ 2 〃 ハナ 31．2�
（独）

818 カイトウショウジョ 牝3黒鹿 54
51 ▲井上 敏樹ホースアディクト杉浦 宏昭 平取 スガタ牧場 430－ 82：05．53 436．7�

12 ガ ラ ハ ッ ド �3青鹿56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 428－ 82：05．92
 68．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 39，395，700円 複勝： 65，144，900円 枠連： 21，666，000円
馬連： 71，675，400円 馬単： 48，819，900円 ワイド： 37，568，300円
3連複： 93，795，900円 3連単： 168，808，600円 計： 546，874，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 190円 � 110円 枠 連（5－7） 1，180円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 660円 �� 180円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 9，170円

票 数

単勝票数 計 393957 的中 � 79409（2番人気）
複勝票数 計 651449 的中 � 133353（2番人気）� 64428（3番人気）� 211752（1番人気）
枠連票数 計 216660 的中 （5－7） 13563（4番人気）
馬連票数 計 716754 的中 �� 25028（7番人気）
馬単票数 計 488199 的中 �� 10490（9番人気）
ワイド票数 計 375683 的中 �� 11766（7番人気）�� 65954（1番人気）�� 21436（3番人気）
3連複票数 計 937959 的中 ��� 68717（1番人気）
3連単票数 計1688086 的中 ��� 13591（16番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．4―12．2―12．4―12．5―12．4―12．5―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．5―48．7―1：01．1―1：13．6―1：26．0―1：38．5―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．1
1
3

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

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

レッドグルック �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．14 福島8着

2011．4．26生 牡3鹿 母 クラシカルテースト 母母 ダイナクラシツク 6戦1勝 賞金 7，550，000円
※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 スカイダイヴァー号・テイエムデンコウ号
（非抽選馬） 3頭 ウインドオブケン号・クールジャイロ号・マウントマズル号
※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。

09042 4月6日 晴 稍重 （26中山3）第4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）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

711 マイネルメリエンダ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 452± 01：35．7 1．7�

610 コスモエルデスト 牝3鹿 54 A．シュタルケ �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 鳥井 征士 436－ 61：35．8� 17．7�
（独）

46 キーンソード 牡3黒鹿56 三浦 皇成佐々木雄二氏 黒岩 陽一 浦河 中脇 満 454－ 41：36．43� 8．5�
813 チ ェ ー ザ レ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 518± 0 〃 アタマ 4．4�
814� レインボーラヴラヴ 牝3青鹿54 大野 拓弥飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 444－ 21：36．5� 171．5	
69 ハッピーベリンダ 牝3鹿 54 横山 典弘窪田 康志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 城地 清満 452＋ 2 〃 クビ 15．8

34 シンボリネルソン 牡3黒鹿56 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 434－ 21：36．6� 76．9�
22 ファーストオーサー 牡3黒鹿56 大庭 和弥石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 B476－121：37．02� 41．2�
57 イ ス ル ギ 牝3黒鹿54 北村 宏司山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 418＋ 2 〃 クビ 26．1
712 カシノレント 牡3黒鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 484± 0 〃 同着 307．4�
58 アポロオオジャ 牡3栗 56 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 森永 睦夫 448－ 21：37．1クビ 27．2�
33 エクスペリエンス 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也市川 義美氏 鹿戸 雄一 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 374± 01：37．2� 219．0�

11 タカラジャンヌ 牝3鹿 54 横山 和生村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 406－121：37．41	 51．2�
45 � ビービーレジェンド 牡3栗 56 田辺 裕信�坂東牧場 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 492＋ 21：37．61 22．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，321，600円 複勝： 86，557，500円 枠連： 22，162，900円
馬連： 74，576，200円 馬単： 54，497，200円 ワイド： 37，692，400円
3連複： 99，933，800円 3連単： 203，372，100円 計： 616，113，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 280円 � 200円 枠 連（6－7） 470円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 450円 �� 290円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 6，830円

票 数

単勝票数 計 373216 的中 � 180168（1番人気）
複勝票数 計 865575 的中 � 473546（1番人気）� 42145（5番人気）� 70865（3番人気）
枠連票数 計 221629 的中 （6－7） 35324（3番人気）
馬連票数 計 745762 的中 �� 58439（3番人気）
馬単票数 計 544972 的中 �� 30264（5番人気）
ワイド票数 計 376924 的中 �� 20699（3番人気）�� 36527（2番人気）�� 6507（15番人気）
3連複票数 計 999338 的中 ��� 39194（4番人気）
3連単票数 計2033721 的中 ��� 21987（15番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．9―12．2―12．3―11．7―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．0―48．2―1：00．5―1：12．2―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．2

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルメリエンダ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．6．30 中京1着

2011．4．6生 牡3栗 母 ホッカイショコラ 母母 ホッカイテースト 10戦2勝 賞金 33，630，000円
〔発走状況〕 ビービーレジェンド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔制裁〕 ファーストオーサー号の騎手大庭和弥は，2コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔調教再審査〕 ビービーレジェンド号は，発走調教再審査。
※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。



09043 4月6日 晴 重 （26中山3）第4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 7，500，000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

810 オリオンザジャパン 牡4芦 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 478± 01：53．9 2．0�
79 マイネルパイレーツ 牡4栗 57 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 500＋ 41：54．11� 6．5�

（独）

67 ロバーストナカヤマ 牡4黒鹿57 木幡 初広�中山牧場 牧 光二 浦河 中山牧場 526＋ 21：54．52� 6．1�
44 ウインゴーウェル �5栗 57 武士沢友治�ウイン 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 536＋101：55．03 24．9�
78 マグナムボーイ 牡4鹿 57 嘉藤 貴行古賀 禎彦氏 大江原 哲 新ひだか 増本牧場 510－201：55．1� 20．7	
11 ネオヴァンデロア 牡4黒鹿57 北村 宏司小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 518－ 61：55．2クビ 14．6

66 � ライズアゲイン 牡5鹿 57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488＋ 8 〃 同着 24．7�
55 ア ガ サ 牝4青 55

52 ▲木幡 初也上野 直樹氏 小野 次郎 日高 社台ファーム 498＋ 8 〃 アタマ 62．9�
22 ヤマニンパンテオン 牡4鹿 57 横山 和生土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 446＋ 41：55．41� 195．1
811� ナンヨーヤシマ 牡5青鹿57 柴田 大知中村 德也氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム B524＋ 61：55．71	 54．5�
33 トウショウマナーズ 牡4鹿 57 内田 博幸藤田 衛成氏 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 528＋ 21：55．8� 5．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 33，407，900円 複勝： 53，906，200円 枠連： 16，905，500円
馬連： 70，361，800円 馬単： 47，420，600円 ワイド： 32，878，500円
3連複： 89，992，000円 3連単： 177，645，400円 計： 522，517，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 170円 � 170円 枠 連（7－8） 380円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 230円 �� 250円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 3，480円

票 数

単勝票数 計 334079 的中 � 134971（1番人気）
複勝票数 計 539062 的中 � 175623（1番人気）� 72218（3番人気）� 70637（4番人気）
枠連票数 計 169055 的中 （7－8） 33297（1番人気）
馬連票数 計 703618 的中 �� 87166（3番人気）
馬単票数 計 474206 的中 �� 39834（2番人気）
ワイド票数 計 328785 的中 �� 39315（1番人気）�� 34295（3番人気）�� 11178（7番人気）
3連複票数 計 899920 的中 ��� 62712（3番人気）
3連単票数 計1776454 的中 ��� 37721（5番人気）

ハロンタイム 13．1―12．7―12．8―12．8―12．1―12．4―12．4―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．8―38．6―51．4―1：03．5―1：15．9―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4F50．4―3F38．0
1
3
8，9－（3，7）（5，10）（1，11）4，6，2
8，9（7，10）3（1，5，6）（11，4）2

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

勝馬の
紹 介

オリオンザジャパン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．8．11 札幌4着

2010．2．27生 牡4芦 母 パーシャンブルー 母母 スプリングコート 13戦2勝 賞金 29，220，000円
〔発走状況〕 ライズアゲイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ライズアゲイン号は，発走調教再審査。
※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。

09044 4月6日 曇 稍重 （26中山3）第4日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分 （芝・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
1：58．0
1：56．1

良
良

58 ブライトボーイ 牡5鹿 57 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 486－ 22：02．5 3．2�
711 プライドイズメシア 牡4鹿 57 A．シュタルケ 三枝 栄二氏 高橋 文雅 浦河 バンブー牧場 522－ 82：02．81� 39．4�

（独）

57 シンボリジャズ 牡4鹿 57 内田 博幸シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 488＋ 4 〃 ハナ 15．0�
11 ベルゲンクライ 牡4芦 57

54 ▲原田 和真大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム 480－ 4 〃 アタマ 44．4�

46 マイネルカーミン 牡5黒鹿57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 B482＋ 22：03．01	 12．9�

45 シャイニーリーヴァ 牡4鹿 57 田中 勝春小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 476± 0 〃 クビ 5．8	
814 フィールフリーリー 牝4栗 55 横山 和生吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 486＋102：03．21	 126．7

69 カムイミンタラ 牡4鹿 57 蛯名 正義 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 488± 02：03．41
 2．9�
22 マイネルクレイズ 牡4黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 482－ 42：03．61 43．7
813 ディーエスライダー 牡5黒鹿57 田辺 裕信秋谷 壽之氏 成島 英春 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 62：03．7
 10．5�
610 クラーロデルナ 牡5鹿 57 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 490＋ 82：04．33
 42．4�
33 マクベスバローズ 牡4黒鹿57 後藤 浩輝猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 クビ 14．3�
34 ドラゴンウォー 牡4鹿 57 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 502－ 82：04．61� 186．3�
712 カネトシエターナル 牝4栗 55 嘉藤 貴行兼松 利男氏 武井 亮 新ひだか 土田 扶美子 438－102：04．7クビ 132．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，862，600円 複勝： 65，117，500円 枠連： 23，048，100円
馬連： 94，825，900円 馬単： 52，414，700円 ワイド： 42，125，600円
3連複： 118，604，400円 3連単： 197，456，800円 計： 628，455，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 750円 � 390円 枠 連（5－7） 3，580円

馬 連 �� 4，930円 馬 単 �� 7，210円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 730円 �� 5，230円

3 連 複 ��� 16，410円 3 連 単 ��� 78，100円

票 数

単勝票数 計 348626 的中 � 87044（2番人気）
複勝票数 計 651175 的中 � 150356（1番人気）� 17934（9番人気）� 38472（7番人気）
枠連票数 計 230481 的中 （5－7） 4754（12番人気）
馬連票数 計 948259 的中 �� 14212（17番人気）
馬単票数 計 524147 的中 �� 5368（30番人気）
ワイド票数 計 421256 的中 �� 7342（15番人気）�� 14902（6番人気）�� 1898（45番人気）
3連複票数 計1186044 的中 ��� 5335（50番人気）
3連単票数 計1974568 的中 ��� 1866（238番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．7―12．3―12．6―12．4―12．2―12．0―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―24．4―37．1―49．4―1：02．0―1：14．4―1：26．6―1：38．6―1：50．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．9
1
3
14－7（5，8）（6，10）（4，11，9）12（2，1）13－3
14，7（5，8）（6，10）（4，11）9（2，1，12）（13，3）

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

勝馬の
紹 介

ブライトボーイ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．20 東京4着

2009．3．30生 牡5鹿 母 カレンバレリーナ 母母 シアラスダンサー 25戦3勝 賞金 46，561，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ベルゲンクライ号の騎手原田和真は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
※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。



09045 4月6日 雨 稍重 （26中山3）第4日 第9競走 ��
��1，200�千 葉 日 報 杯

発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

千葉日報杯（1着）
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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

57 ジ ル コ ニ ア 牝7栗 55 中舘 英二下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 504＋181：10．1 18．3�
69 フリーアズアバード �6鹿 57 西村 太一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B470－ 61：10．31	 71．1�
44 ファンデルワールス �5鹿 57 三浦 皇成 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 496＋ 2 〃 アタマ 2．4�
812 スズノフウジン 牡4栗 57 松岡 正海小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 504± 0 〃 クビ 36．4	
56 シャドウエミネンス 牡6栗 57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B470－ 6 〃 アタマ 9．5

33 フレイムヘイロー �6栗 57 大庭 和弥�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 482－ 81：10．4
 12．7�
45 ビットスターダム 牡6芦 57 丸山 元気馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 466± 01：10．5
 35．0�
711 ツクバリンカーン 牡4芦 57 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 530－ 21：10．6
 4．6
813 アブマーシュ 牝5鹿 55 横山 典弘伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 494＋12 〃 クビ 6．8�
710 プロスペラスマム 牝7鹿 55 原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 534＋ 4 〃 ハナ 131．6�
22 ヒ ー ラ 牝5鹿 55 内田 博幸平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 418－121：10．81	 18．4�
11 モレサンドニ 牝4栗 55 A．シュタルケ 密山 根成氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 434－ 41：10．9
 18．2�

（独）

68 タイセイマテンロウ �6青鹿57 大野 拓弥田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 21：13．0大差 23．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 38，969，200円 複勝： 64，220，400円 枠連： 25，353，200円
馬連： 120，887，200円 馬単： 65，379，300円 ワイド： 45，876，500円
3連複： 144，666，200円 3連単： 257，741，900円 計： 763，093，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 590円 � 1，180円 � 160円 枠 連（5－6） 3，860円

馬 連 �� 57，160円 馬 単 �� 96，310円

ワ イ ド �� 10，200円 �� 1，010円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 41，260円 3 連 単 ��� 475，540円

票 数

単勝票数 計 389692 的中 � 16811（7番人気）
複勝票数 計 642204 的中 � 23860（10番人気）� 11049（12番人気）� 155995（1番人気）
枠連票数 計 253532 的中 （5－6） 4853（15番人気）
馬連票数 計1208872 的中 �� 1561（67番人気）
馬単票数 計 653793 的中 �� 501（131番人気）
ワイド票数 計 458765 的中 �� 1074（65番人気）�� 11686（12番人気）�� 4303（35番人気）
3連複票数 計1446662 的中 ��� 2588（114番人気）
3連単票数 計2577419 的中 ��� 400（933番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―11．7―11．7―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．2―34．9―46．6―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．2
3 7，3（1，4）（2，8）（6，12）11（9，5）（10，13） 4 7（3，4）（1，8）2（9，6，12）（10，11）5，13

勝馬の
紹 介

ジ ル コ ニ ア �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Tabasco Cat デビュー 2009．7．25 新潟6着

2007．2．23生 牝7栗 母 スパイシークラウン 母母 ウエストバイノースウエスト 19戦3勝 賞金 41，040，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ジルコニア号の騎手中舘英二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

09046 4月6日 小雨 重 （26中山3）第4日 第10競走 ��
��1，800�

ふくりゅう

伏竜ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，400万円毎1�
増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

67 � ランウェイワルツ 牡3栗 56 戸崎 圭太�下河辺牧場 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 494＋ 41：53．0 19．8�
66 ロワジャルダン 牡3鹿 56 蛯名 正義 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 494± 0 〃 クビ 4．5�
55 サトノスーペリア 牡3黒鹿56 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 458－ 21：53．32 23．6�
33 ダイチトゥルース 牡3黒鹿56 吉田 豊 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 448－ 61：53．4クビ 92．1�
44 メイショウパワーズ 牡3栗 56 後藤 浩輝松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 470＋ 2 〃 クビ 4．9�
79 ス ピ ナ ッ チ 牝3黒鹿54 川須 栄彦橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 458＋ 41：53．6	 3．2	
811 メイショウイチオシ 牡3黒鹿56 内田 博幸松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 520＋ 31：54．02
 5．4

78 タイセイクルーズ 牡3栗 56 田辺 裕信田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 514＋121：54．32 37．0�
11 ファンシーミューズ 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 470－ 21：55．15 12．7�
22 ビタミンエース 牡3鹿 56 横山 典弘村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 506＋ 2 〃 クビ 16．5
810 ポメグラネイト 牡3栗 56 藤岡 佑介畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 542－ 21：56．69 15．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 63，510，400円 複勝： 104，966，800円 枠連： 30，781，900円
馬連： 183，991，700円 馬単： 95，219，500円 ワイド： 65，532，000円
3連複： 211，444，200円 3連単： 399，049，300円 計： 1，154，495，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 480円 � 200円 � 540円 枠 連（6－6） 4，890円

馬 連 �� 5，180円 馬 単 �� 13，360円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 4，110円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 26，790円 3 連 単 ��� 194，010円

票 数

単勝票数 計 635104 的中 � 25293（8番人気）
複勝票数 計1049668 的中 � 52369（8番人気）� 172391（2番人気）� 45321（9番人気）
枠連票数 計 307819 的中 （6－6） 4655（20番人気）
馬連票数 計1839917 的中 �� 26217（23番人気）
馬単票数 計 952195 的中 �� 5263（55番人気）
ワイド票数 計 655320 的中 �� 12107（20番人気）�� 3816（42番人気）�� 14280（15番人気）
3連複票数 計2114442 的中 ��� 5825（87番人気）
3連単票数 計3990493 的中 ��� 1518（529番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．3―12．9―12．5―13．0―12．9―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．9―48．8―1：01．3―1：14．3―1：27．2―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ランウェイワルツ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア フ リ ー ト

2011．3．4生 牡3栗 母 ラウンドダンス 母母 リアルファンシー 4戦2勝 賞金 28，074，000円
地方デビュー 2013．7．17 門別

〔制裁〕 ロワジャルダン号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

１レース目
３レース目



09047 4月6日 曇 稍重 （26中山3）第4日 第11競走 ��
��1，600�第46回ダービー卿チャレンジトロフィー（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，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

ダービー卿チャレンジトロフィー（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 616，000円 176，000円 88，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

12 カレンブラックヒル 牡5黒鹿57．5 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 468－ 21：34．6 6．9�
816 カ オ ス モ ス 牡4鹿 55 内田 博幸小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 520－12 〃 クビ 24．5�
59 インプロヴァイズ 牡4青 55 津村 明秀有限会社シルク堀 宣行 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 61：34．7� 22．1�
815 エールブリーズ 牡4青鹿55 戸崎 圭太 �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 514－ 2 〃 ハナ 47．2�
35 コ デ ィ ー ノ 牡4黒鹿57 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 484－ 61：34．8クビ 3．7�
48 インパルスヒーロー 牡4鹿 56 田中 勝春佐々木政充氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B496± 0 〃 アタマ 58．8	
714 ブレイズアトレイル 牡5芦 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 490－ 8 〃 ハナ 17．9

612 レオアクティブ 牡5栗 56 勝浦 正樹�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 456－ 41：34．9	 63．9�
713 マウントシャスタ 牡5鹿 56 A．シュタルケ 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464± 01：35．0� 7．7

（独）

23 ネオウィズダム 牡4鹿 54 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492＋101：35．21
 96．1�
510 ア ユ サ ン 牝4鹿 55 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 494＋ 61：35．41 33．6�
36 ダイワファルコン 牡7鹿 58 田辺 裕信大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 512－ 2 〃 ハナ 25．9�
11 スプラッシュエンド 牡8栗 51 木幡 初也広尾レース� 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 504＋ 21：35．82� 243．4�
24 レッドアリオン 牡4鹿 56 蛯名 正義 �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 476－ 6 〃 クビ 4．5�
47 プリムラブルガリス 牡4鹿 55 四位 洋文吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 484± 01：36．12 16．8�
611 ト リ ッ プ 牡5芦 56 横山 典弘大八木信行氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 510－ 21：38．8大差 6．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 179，009，100円 複勝： 251，642，300円 枠連： 151，405，800円 馬連： 732，571，200円 馬単： 353，881，200円
ワイド： 242，605，100円 3連複： 1，121，702，000円 3連単： 2，018，111，700円 5重勝： 739，894，600円 計： 5，790，823，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 320円 � 590円 � 550円 枠 連（1－8） 4，770円

馬 連 �� 9，170円 馬 単 �� 15，340円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 2，620円 �� 4，090円

3 連 複 ��� 63，310円 3 連 単 ��� 318，790円

5 重 勝
対象競走：中山9R／阪神10R／中山10R／阪神11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 27，302，120円

票 数

単勝票数 計1790091 的中 � 206255（4番人気）
複勝票数 計2516423 的中 � 226228（5番人気）� 107596（10番人気）� 117443（8番人気）
枠連票数 計1514058 的中 （1－8） 23428（24番人気）
馬連票数 計7325712 的中 �� 58979（37番人気）
馬単票数 計3538812 的中 �� 17029（62番人気）
ワイド票数 計2426051 的中 �� 20780（38番人気）�� 22899（33番人気）�� 14519（53番人気）
3連複票数 計11217020 的中 ��� 13076（190番人気）
3連単票数 計20181117 的中 ��� 4672（907番人気）
5重勝票数 計7398946 的中 ����� 20

ハロンタイム 12．6―10．9―11．3―11．3―11．8―12．1―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―34．8―46．1―57．9―1：10．0―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カレンブラックヒル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Grindstone デビュー 2012．1．21 京都1着

2009．2．19生 牡5黒鹿 母 チャールストンハーバー 母母 Penny’s Valentine 12戦6勝 賞金 286，196，000円
〔制裁〕 カオスモス号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番・9番）

インプロヴァイズ号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠
金50，000円。（被害馬：14番・7番）

〔その他〕 トリップ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症。
※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。

09048 4月6日 曇 重 （26中山3）第4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）

1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

47 メイショウノーベル 牡5栗 57 内田 博幸松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 502＋ 21：10．8 2．8�
59 ゲマインシャフト 牡4鹿 57 松岡 正海丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 490－ 41：11．33 9．5�
48 タンブルブルータス 牡5鹿 57 A．シュタルケ ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 494－10 〃 クビ 6．2�

（独）

510 リバティーアゲイン 牡5青鹿57 田中 勝春阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 502－ 21：11．4� 18．1�
713 ザストロンシチー 牡6鹿 57 柴田 大知 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 B494－ 21：11．61� 29．8�
23 スターマイン 牡5青 57 蛯名 正義�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 474－141：11．7� 22．2	
11 カレイファンタジア 牡4鹿 57 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中村 和夫 488－10 〃 ハナ 59．7

714� サクラシェンロン 牡4栗 57 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 B524－ 2 〃 ハナ 7．3�
611 クレバーアポロ 牡5栗 57 北村 宏司 �ウエスタンファーム 小西 一男 むかわ 上水牧場 494－ 41：11．8クビ 29．5�
816 ジョージジョージ 牡4栗 57 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 454－ 2 〃 クビ 31．9
12 ゴーインググレート 牡4栗 57 柴田 善臣田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 468＋ 21：11．9クビ 4．7�
815� クリノロッキー 牡4栗 57 川須 栄彦栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 ヤナガワ牧場 500－121：12．0� 250．7�
35 � ハ イ タ ッ チ 牡5鹿 57

54 ▲木幡 初也ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 日高 森本 勝則 502－181：12．74 102．6�
36 ガ ク ニ ホ シ 牡8鹿 57

54 ▲伴 啓太矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 482－10 〃 ハナ 86．6�
612� ウエスタンムサシ 牡5芦 57 後藤 浩輝西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 502－ 41：13．12� 62．6�
24 キンショーユウジャ 牡6栗 57 丸山 元気礒野日出夫氏 根本 康広 新ひだか 藤本牧場 498－ 81：13．31� 35．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，903，600円 複勝： 119，540，100円 枠連： 68，777，400円
馬連： 229，455，900円 馬単： 114，835，300円 ワイド： 97，213，200円
3連複： 301，574，700円 3連単： 557，587，200円 計： 1，561，887，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 270円 � 190円 枠 連（4－5） 780円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 660円 �� 370円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 14，570円

票 数

単勝票数 計 729036 的中 � 207738（1番人気）
複勝票数 計1195401 的中 � 262503（1番人気）� 96793（5番人気）� 162853（3番人気）
枠連票数 計 687774 的中 （4－5） 65248（3番人気）
馬連票数 計2294559 的中 �� 98521（5番人気）
馬単票数 計1148353 的中 �� 30839（6番人気）
ワイド票数 計 972132 的中 �� 35944（5番人気）�� 71668（2番人気）�� 17942（14番人気）
3連複票数 計3015747 的中 ��� 65741（6番人気）
3連単票数 計5575872 的中 ��� 28248（24番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．8―12．0―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．1―45．1―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウノーベル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Miswaki デビュー 2012．5．26 京都1着

2009．3．31生 牡5栗 母 ミ ス キ 母母 Alvernia 9戦3勝 賞金 30，200，000円
〔制裁〕 ウエスタンムサシ号の騎手後藤浩輝は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番・11番）

カレイファンタジア号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：14
番）

※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） 2頭 トレノソルーテ号・ピュアアイズ号
（非抽選馬） 5頭 カツノセカンド号・サルバドールハクイ号・ディアイレイザー号・ハワイアンシュガー号・フォースフル号
※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。

５レース目



（26中山3）第4日 4月6日（日曜日） 晴後曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 175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

247，520，000円
5，660，000円
1，640，000円
22，640，000円
68，542，500円
5，636，800円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
587，025，700円
967，474，200円
427，699，000円
1，800，368，200円
969，249，200円
704，667，000円
2，481，161，900円
4，447，317，600円
739，894，600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
5 重 勝
計 13，124，857，400円

総入場人員 24，133名 （有料入場人員 21，780名）
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