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09025 4月2日 曇 稍重 （28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 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

714 レッドアルカナ 牝3鹿 54 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 482－ 61：57．4 1．5�
12 ハヤブサプリプリ 牝3鹿 54 内田 博幸武田 修氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 450－ 41：57．71� 14．1�
47 スプリングキャロル 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 416－ 4 〃 ハナ 7．6�
612 ブライトガーランド 牝3栗 54 吉田 豊下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 474＋ 61：58．12� 13．1�
713 アイアムプレシャス 牝3黒鹿54 大野 拓弥堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B482－14 〃 ハナ 106．0	
11 パントコート 牝3鹿 54 柴田 善臣伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 460＋ 8 〃 ハナ 55．7

510 サトノアンジュ 牝3鹿 54 C．ルメール 里見 治氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 470－ 41：58．2� 4．8�
36 ショショット 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也井上 一郎氏 杉浦 宏昭 新ひだか 乾 皆雄 436－ 41：58．73 298．0�
48 アバランチリリー 牝3青鹿54 武士沢友治吉田 千津氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 526＋ 21：58．9� 37．9
59 メイプルケプラー 牝3栗 54

52 △長岡 禎仁節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 飯岡牧場 480 ―1：59．22 175．4�
611 タカラブネクイーン 牝3芦 54 嘉藤 貴行�東振牧場 堀井 雅広 むかわ 東振牧場 B432－ 61：59．3クビ 331．9�
35 ヒ ナ タ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎井山 登氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 454－161：59．4� 330．1�
24 トーアヒミコ 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 440－ 21：59．5� 420．0�
23 ブリリアントタイム 牝3鹿 54 吉田 隼人芹澤 精一氏 田中 清隆 新冠 ハシモトフアーム 432± 0 〃 クビ 87．3�
816 アップタウンガール 牝3黒鹿54 田辺 裕信諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 492－10 〃 ハナ 31．3�
815 ノブアニバーサリー 牝3鹿 54 田中 勝春前田 亘輝氏 畠山 吉宏 浦河 山下 恭茂 430＋ 61：59．6クビ 255．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，033，400円 複勝： 104，500，300円 枠連： 16，082，200円
馬連： 65，183，600円 馬単： 43，894，800円 ワイド： 42，205，900円
3連複： 93，041，500円 3連単： 156，369，000円 計： 552，310，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 220円 � 160円 枠 連（1－7） 760円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 430円 �� 260円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 4，360円

票 数

単勝票数 計 310334 的中 � 160794（1番人気）
複勝票数 計1045003 的中 � 702225（1番人気）� 42144（4番人気）� 74507（3番人気）
枠連票数 計 160822 的中 （1－7） 16239（3番人気）
馬連票数 計 651836 的中 �� 53900（3番人気）
馬単票数 計 438948 的中 �� 28757（4番人気）
ワイド票数 計 422059 的中 �� 24478（4番人気）�� 46253（2番人気）�� 15204（7番人気）
3連複票数 計 930415 的中 ��� 51772（4番人気）
3連単票数 計1563690 的中 ��� 25953（8番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―13．5―14．2―12．9―12．7―13．0―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―38．4―52．6―1：05．5―1：18．2―1：31．2―1：44．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．2
1
3
13，14，2，10（9，7）16（1，6）12（3，4，11）5，8－15・（13，14）10（2，7）（1，16，12）9，11，6（5，3）（4，8）－15

2
4

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

レッドアルカナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sea of Secrets デビュー 2016．1．31 東京6着

2013．4．3生 牝3鹿 母 シークレットジプシー 母母 Miss Utada 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ヒナタ号の騎手野中悠太郎は，負担重量について注意義務を怠り戒告。

09026 4月2日 曇 稍重 （28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

24 キョウエイスコール 牡3栗 56 戸崎 圭太田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 480＋ 21：12．8 1．8�
23 ミラクルバイオ 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 484－ 41：12．9� 5．5�
36 キングチャールズ 牡3黒鹿56 石橋 脩鈴木 剛史氏 尾形 和幸 新ひだか 橋本牧場 484－ 41：13．11� 35．5�
47 アルタモーダ 牡3栗 56 内田 博幸ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 506－ 41：13．2クビ 36．9�
48 ビ バ ラ ビ ダ 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 456＋ 21：13．3� 12．8�
12 プリンシアラッテオ 牝3青鹿54 嶋田 純次芳川 貴行氏 手塚 貴久 浦河 高村牧場 458－ 6 〃 アタマ 87．1	
816 スカーミッシャー 牡3栗 56 柴田 大知諸江 幸祐氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム B516－ 6 〃 アタマ 24．6

611 フジワンエンジェル 牝3鹿 54 横山 典弘�富士開発 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 452＋ 21：13．93� 4．1�
612 レッドセバスチャン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�ミルファーム 根本 康広 新冠 ビッグレッドファーム 420－ 31：14．11 341．8
510 テイブルランド 牡3栗 56

54 △伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 静内フジカワ牧場 420－ 2 〃 ハナ 99．7�
59 アイリーアイリー 牝3栗 54 田中 勝春松岡 ゆか氏 加藤 和宏 日高 アイズスタッド株式会社 B438－ 6 〃 アタマ 21．0�
713 フォーエヴァーマン 牡3鹿 56 田辺 裕信�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 432－ 41：14．2クビ 131．1�
714 ダイメイスター 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真宮本 孝一氏 石栗 龍彦 日高 横井 哲 424＋ 41：14．3� 403．2�
815 ベ ル ホ ル ト 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎平本 敏夫氏 小西 一男 日高 庫宝牧場 444－ 21：14．83 312．1�
11 サンメサベルデ 牡3鹿 56 平野 優加藤 信之氏 竹内 正洋 日高 有限会社

ケイズ B468－ 6 〃 ハナ 33．4�
（15頭）

35 マキノジェット 牡3鹿 56 丸山 元気島宮 萬喜氏 土田 稔 様似 清水スタッド ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 24，696，400円 複勝： 37，291，000円 枠連： 18，227，900円
馬連： 54，502，600円 馬単： 34，471，100円 ワイド： 33，220，900円
3連複： 75，748，600円 3連単： 112，779，800円 計： 390，938，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 450円 枠 連（2－2） 490円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 220円 �� 650円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 7，760円

票 数

単勝票数 計 246964 的中 � 106753（1番人気）
複勝票数 計 372910 的中 � 138581（1番人気）� 48859（3番人気）� 12352（7番人気）
枠連票数 計 182279 的中 （2－2） 28273（2番人気）
馬連票数 計 545026 的中 �� 82868（2番人気）
馬単票数 計 344711 的中 �� 37514（2番人気）
ワイド票数 計 332209 的中 �� 46042（2番人気）�� 12072（6番人気）�� 4465（19番人気）
3連複票数 計 757486 的中 ��� 18545（10番人気）
3連単票数 計1127798 的中 ��� 10535（18番人気）

ハロンタイム 11．8―11．1―11．9―12．2―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．9―34．8―47．0―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．0
3 ・（2，4）（3，7）6（8，10）（11，12，16）14（1，13）9－15 4 ・（2，4）3，7，6（11，8）（12，10）16，14（1，13，9）15

勝馬の
紹 介

キョウエイスコール �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．11．21 東京5着

2013．2．21生 牡3栗 母 ユーワパンドラ 母母 リーガルウェイズ 4戦1勝 賞金 6，450，000円
〔出走取消〕 マキノジェット号は，疾病〔右後肢挫創〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ベルホルト号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔調教再審査〕 ベルホルト号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジークフリート号
（非抽選馬） 1頭 テセラグッドノーズ号

第３回 中山競馬 第３日



09027 4月2日 曇 稍重 （28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

714 ブレスアロット 牡3栗 56 戸崎 圭太吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 458－ 41：56．3 5．1�
59 ギンザマトリックス 牡3栗 56 蛯名 正義有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 436－ 61：56．51 6．1�
713 コウソクライン 牡3栗 56 柴田 大知野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B506＋ 41：56．6� 2．3�
23 ボ ー シ エ ル 牡3黒鹿56 柴山 雄一 �社台レースホース二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 516± 01：56．81� 4．2�
24 プルシアロワイヤル 牝3鹿 54 横山 和生�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 小河 豊水 440± 01：57．22� 70．0�
611 ウインバーニング 牡3鹿 56 三浦 皇成	ウイン 武市 康男 新冠 中本牧場 454－ 81：57．51� 78．0

11 ビッグランチ 牡3栗 56

54 △伴 啓太 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 456＋ 61：57．82 78．4�
12 ウェイアップハイ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 450－ 41：58．01� 170．1�
510 ボーディングパス �3黒鹿56 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 41：58．32 52．3
815 レイエストレヤ 牡3栗 56 丸田 恭介 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 新ひだか 寺越 政幸 480＋ 21：58．72� 13．1�
35 チュウワサイレンス 牡3芦 56 内田 博幸中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 武雄 496＋ 21：59．01� 14．0�
48 シ ャ イ ロ ー 牡3芦 56 吉田 隼人会田 満雄氏 高橋 義忠 新ひだか 土田農場 478－ 21：59．21 400．9�
612 カ マ タ 牡3鹿 56 石橋 脩古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 伊藤 敏明 B480 ― 〃 ハナ 115．2�
47 コトブキエース 牡3黒鹿 56

54 △井上 敏樹鹿島 敏裕氏 中舘 英二 むかわ 上水牧場 478＋ 2 〃 ハナ 178．7�
816 ロゼスマイル 牝3黒鹿54 木幡 初広髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 446－ 41：59．41 543．7�
36 モンサンエルナト �3栗 56

53 ▲木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B462－102：00．14 145．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，869，400円 複勝： 49，214，800円 枠連： 19，379，500円
馬連： 61，347，100円 馬単： 35，266，800円 ワイド： 37，642，300円
3連複： 86，788，200円 3連単： 119，766，200円 計： 437，274，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 130円 � 140円 � 110円 枠 連（5－7） 390円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 430円 �� 240円 �� 260円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 6，440円

票 数

単勝票数 計 278694 的中 � 43104（3番人気）
複勝票数 計 492148 的中 � 85728（2番人気）� 67989（4番人気）� 160790（1番人気）
枠連票数 計 193795 的中 （5－7） 38020（2番人気）
馬連票数 計 613471 的中 �� 35028（5番人気）
馬単票数 計 352668 的中 �� 10130（9番人気）
ワイド票数 計 376423 的中 �� 19717（6番人気）�� 42890（2番人気）�� 37908（3番人気）
3連複票数 計 867882 的中 ��� 71894（2番人気）
3連単票数 計1197662 的中 ��� 13465（17番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―13．2―13．2―12．8―12．4―12．9―13．2―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．7―50．9―1：03．7―1：16．1―1：29．0―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F40．2
1
3
5，3，6（1，11，14）（2，7）－4，13（16，9）10－（8，15）－12・（5，3）14（1，11，13）（6，9）（4，2）10－7，15－8，12，16

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

勝馬の
紹 介

ブレスアロット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．1．31 東京7着

2013．1．22生 牡3栗 母 サンクスアロット 母母 ディソサード 3戦1勝 賞金 5，750，000円
※シャイロー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09028 4月2日 曇 稍重 （28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

35 グランリゲル 牡3鹿 56 横山 典弘島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ
スティファーム 444＋ 61：12．8 9．1�

47 レアドロップ 牝3芦 54 C．ルメール 岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 446－ 2 〃 ハナ 3．0�
12 アポロリュウセイ 牡3栗 56 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 492± 01：13．12 2．4�
510 ココロノキャンバス 牝3栗 54

52 △井上 敏樹田頭 勇貴氏 中舘 英二 日高 いとう牧場 402＋ 21：13．31� 183．0�
611 ボ ナ テ ス タ 牡3鹿 56 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 41：13．4クビ 13．2�
714 ハ シ カ ミ 牡3青鹿56 戸崎 圭太中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 462± 0 〃 クビ 7．7	
48 ブラックゼウス 牡3黒鹿56 石橋 脩田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 土田 扶美子 480－ 21：13．5� 24．5

24 ドラゴンイモン 牡3黒鹿56 二本柳 壮井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 474－ 61：13．6クビ 160．5�
23 エヌケイボーイ 牡3黒鹿56 大野 拓弥長谷川兼美氏 菅原 泰夫 新ひだか 畠山牧場 B480＋ 21：13．81� 21．5�
11 ボ ス キ ャ ラ 牡3黒鹿56 田辺 裕信青山 洋一氏 矢野 英一 新ひだか 井高牧場 514± 01：14．01 16．8
59 フッカツノノロシ 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 486＋ 4 〃 ハナ 66．3�
815 グ ロ ー リ ア 牝3黒鹿54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新冠 有限会社 大

作ステーブル 452＋ 21：14．1� 103．0�
612 ビ ト ク 牝3栗 54

52 △長岡 禎仁江川 伸夫氏 竹内 正洋 様似 清水スタッド 436＋ 21：14．2� 265．0�
816 エブリーナイト 牡3黒鹿56 江田 照男薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 新ひだか 静内フアーム 432－121：14．51� 392．1�
713 ハイブリッドクロス 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎西村新一郎氏 伊藤 伸一 青森 青南ムラカミ
ファーム 446－181：15．35 375．1�

36 シ ゲ ル タ イ �3鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか タイヘイ牧場 460＋ 41：19．3大差 301．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，359，200円 複勝： 43，791，600円 枠連： 18，498，000円
馬連： 69，550，500円 馬単： 37，420，100円 ワイド： 41，285，600円
3連複： 90，132，200円 3連単： 126，492，400円 計： 456，529，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 200円 � 130円 � 110円 枠 連（3－4） 1，270円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 4，100円

ワ イ ド �� 590円 �� 350円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 9，800円

票 数

単勝票数 計 293592 的中 � 25677（4番人気）
複勝票数 計 437916 的中 � 39529（5番人気）� 82975（2番人気）� 129592（1番人気）
枠連票数 計 184980 的中 （3－4） 11227（6番人気）
馬連票数 計 695505 的中 �� 31997（6番人気）
馬単票数 計 374201 的中 �� 6839（15番人気）
ワイド票数 計 412856 的中 �� 15216（7番人気）�� 28544（2番人気）�� 66144（1番人気）
3連複票数 計 901322 的中 ��� 61334（2番人気）
3連単票数 計1264924 的中 ��� 9356（24番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．7―12．4―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．7―47．1―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランリゲル �
�
父 トーセンファントム �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2015．7．18 福島4着

2013．4．3生 牡3鹿 母 レプラコンレーン 母母 カ ー メ リ タ 5戦1勝 賞金 6，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルタイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月2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。
（非抽選馬） 1頭 アルマラナキラ号



09029 4月2日 曇 良 （28中山3）第3日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時30分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

11 リップルトウショウ 牝3青鹿54 蛯名 正義トウショウ産業� 武井 亮 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 438－ 81：36．1 4．2�
816 オールドラゴン 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子宮田 守氏 黒岩 陽一 新冠 新冠伊藤牧場 428＋ 6 〃 ハナ 10．4�
48 ファントムグレイ 牡3芦 56 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 424＋ 6 〃 クビ 4．6�
12 アムネスティ 牡3鹿 56 吉田 豊窪田 康志氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 508 ―1：36．41� 2．5�
714 アラマサスピード 牡3鹿 56 勝浦 正樹�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム B430± 01：36．5� 15．1	
35 シングンアルテミス 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 450 ―1：36．6� 26．6

59 ジャマイカムーン 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 424＋ 8 〃 クビ 133．6�
47 ミッレミリア 牡3栃栗 56

53 ▲木幡 巧也阿部 雅英氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 450＋161：36．81	 63．4�
612 ミ カ タ 
3黒鹿56 江田 照男青山 洋一氏 矢野 英一 新冠 守矢牧場 420± 01：36．9� 201．8
23 サクラアウェイク 牡3鹿 56 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 486 ― 〃 クビ 12．3�
611 プチットマドレーヌ 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 390 ― 〃 アタマ 25．3�
815 ローズサクラ 牝3栗 54 丸山 元気田頭 勇貴氏 小西 一男 新ひだか 水丸牧場 462＋221：37．11	 181．1�
36 キャサリンガール 牝3鹿 54 横山 和生松本 俊廣氏 勢司 和浩 新冠 タニグチ牧場 416－ 8 〃 クビ 72．6�
713 ゴールドミライ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 日高 豊郷牧場 B448－141：37．2クビ 70．6�
24 ゴーゴーダンス 牝3黒鹿54 武士沢友治井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B454＋ 21：37．41� 309．7�
510 ゴッドフュージョン 牡3鹿 56 大野 拓弥 �ウエスタンファーム 小野 次郎 新冠 ハシモトフアーム 494 ―1：37．71� 48．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，002，900円 複勝： 43，548，100円 枠連： 22，405，200円
馬連： 68，472，200円 馬単： 37，360，500円 ワイド： 39，677，700円
3連複： 87，320，700円 3連単： 115，130，200円 計： 448，917，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 270円 � 160円 枠 連（1－8） 910円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 760円 �� 370円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 13，540円

票 数

単勝票数 計 350029 的中 � 66384（2番人気）
複勝票数 計 435481 的中 � 82508（2番人気）� 33347（5番人気）� 78490（3番人気）
枠連票数 計 224052 的中 （1－8） 19062（3番人気）
馬連票数 計 684722 的中 �� 26081（5番人気）
馬単票数 計 373605 的中 �� 8148（10番人気）
ワイド票数 計 396777 的中 �� 12752（9番人気）�� 29510（2番人気）�� 13039（7番人気）
3連複票数 計 873207 的中 ��� 28848（3番人気）
3連単票数 計1151302 的中 ��� 6164（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．6―47．7―1：00．0―1：12．1―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

リップルトウショウ �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．7．25 福島2着

2013．3．1生 牝3青鹿 母 シリウストウショウ 母母 シスタートウショウ 7戦1勝 賞金 9，050，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 イルミナーレ号

09030 4月2日 曇 稍重 （28中山3）第3日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13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

24 タンサンドール 牡3栗 56 戸崎 圭太 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 484± 01：55．3 3．9�
714 ロードゼフィール 牡3鹿 56 内田 博幸 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 日高 中館牧場 510＋ 4 〃 クビ 4．2�
11 アートハルキ 牡3鹿 56 柴田 善臣森山 進氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 470－ 81：56．15 12．5�
815 グットドディユ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 藤原牧場 482－ 41：56．2� 17．1�
816 オリエンタルイギー 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎棚網るみ子氏 大江原 哲 新冠 オリエント牧場 466－ 2 〃 アタマ 16．6�
23 アルマカイルア 牡3黒鹿56 柴山 雄一コウトミックレーシング 池上 昌和 新冠 小泉牧場 468－ 41：57．26 158．7	
59 クールマジョリック 牝3鹿 54 吉田 豊川上 哲司氏 矢野 英一 浦河 中島牧場 464± 01：57．41� 151．9

36 ブラックハウス 	3鹿 56 大野 拓弥 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 458－ 61：57．5クビ 118．2�
48 ネオビッグバン 牡3鹿 56 丸山 元気関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 468± 01：57．71� 9．8�
35 
 スケッチブック 牡3鹿 56 北村 宏司大塚 亮一氏 奥村 武 英 Mill House

Stud 488± 01：58．01� 9．0
12 ウイントリオンフ 牡3鹿 56 黛 弘人�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 増本牧場 490－ 21：58．21� 114．8�
47 デルマクラノスケ 牡3黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 442± 01：58．73 34．2�
713
 ユーキャンゴーゴー 牝3栗 54 C．ルメール 島川 �哉氏 加藤 征弘 愛 La Sylvia

Syndicate 462＋121：59．12� 10．3�
611 ウィンチケット 牡3黒鹿 56

54 △井上 敏樹山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 446－ 61：59．31� 488．1�
510
 ミスドバウィ 牝3鹿 54 石橋 脩林 正道氏 斎藤 誠 英 Sir Eric

Parker 456－ 81：59．72� 5．4�
612
 ウインアルテミス 牝3鹿 54 松岡 正海�ウイン 水野 貴広 米 Colts Neck

Stables, LLC. B456＋ 6 （競走中止） 168．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，513，300円 複勝： 53，617，900円 枠連： 23，496，000円
馬連： 82，037，300円 馬単： 37，991，900円 ワイド： 47，067，700円
3連複： 107，865，700円 3連単： 128，929，200円 計： 516，519，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 150円 � 270円 枠 連（2－7） 570円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 320円 �� 720円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 11，030円

票 数

単勝票数 計 355133 的中 � 71983（1番人気）
複勝票数 計 536179 的中 � 88920（2番人気）� 109494（1番人気）� 40935（6番人気）
枠連票数 計 234960 的中 （2－7） 31533（1番人気）
馬連票数 計 820373 的中 �� 77267（1番人気）
馬単票数 計 379919 的中 �� 17444（1番人気）
ワイド票数 計 470677 的中 �� 41442（1番人気）�� 15868（5番人気）�� 14863（7番人気）
3連複票数 計1078657 的中 ��� 31159（4番人気）
3連単票数 計1289292 的中 ��� 8470（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．9―50．2―1：03．2―1：16．3―1：28．8―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タンサンドール �
�
父 デュランダル �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2015．7．5 中京3着

2013．4．26生 牡3栗 母 ミルククラウン 母母 Sky Crown 9戦1勝 賞金 13，350，000円
〔競走中止〕 ウインアルテミス号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



09031 4月2日 曇 稍重 （28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

510 シ ェ ア ー ド 牡3鹿 56
53 ▲木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 464± 01：11．4 4．5�

816 イ ザ 牡3鹿 56 三浦 皇成松田 整二氏 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 480－121：12．25 2．4�
23 タイセイラルーナ 牝3栗 54 横山 典弘田中 成奉氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 478± 01：12．3� 9．9�
47 ギ ン ゴ ー 牡3鹿 56 西村 太一�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 480± 0 〃 アタマ 7．7�
24 カゼノカムイ 牡3鹿 56 丸山 元気菅原 広隆氏 根本 康広 青森 荒谷牧場 464－ 2 〃 クビ 51．3�
713 シゲルヒラマサ 牡3芦 56 江田 照男森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 458± 01：12．51� 26．3	
59 ドウカンヤマ 牡3栗 56 蛯名 正義一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 480＋ 41：12．6クビ 6．5

48 ヴ ァ ル ー ル 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也 �荻伏服部牧場 武井 亮 浦河 荻伏服部牧場 434± 0 〃 クビ 111．6�
36 ダンツロビン 牝3鹿 54 木幡 初広山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 長田ファーム 448＋ 21：12．7クビ 22．1�
35 ラブゴーギャン 牡3鹿 56 北村 宏司森田 千秋氏 伊藤 大士 新ひだか 見上牧場 476－ 41：12．8� 33．8
12 モリトタイキ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 木村牧場 486－ 41：12．9クビ 48．0�
11 アーバンスター 牡3鹿 56 A．シュタルケ 保坂 和孝氏 池上 昌弘 平取 中川 隆 480± 0 〃 アタマ 76．7�

（独）

815 グレートヒット 牡3栗 56
54 △井上 敏樹黒川 哲美氏 武井 亮 新冠 ハクツ牧場 456＋ 4 〃 クビ 114．3�

714 ニシノグリーディ 牝3鹿 54
51 ▲菊沢 一樹西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 坂 牧場 432－ 41：13．0� 185．8�

612 ペイシャオトメ 牝3鹿 54
52 △長岡 禎仁北所 直人氏 竹内 正洋 浦河 梅田牧場 B464± 01：13．31� 29．9�

611 クインズカリナン 牝3鹿 54
51 ▲原田 和真 �クイーンズ・ランチ 伊藤 圭三 新ひだか 谷藤 弘美 444＋ 4 〃 ハナ 55．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，933，400円 複勝： 58，811，900円 枠連： 26，673，400円
馬連： 83，944，800円 馬単： 40，560，500円 ワイド： 50，406，900円
3連複： 110，654，500円 3連単： 140，075，800円 計： 546，061，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 130円 � 210円 枠 連（5－8） 400円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 290円 �� 610円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 7，040円

票 数

単勝票数 計 349334 的中 � 61625（2番人気）
複勝票数 計 588119 的中 � 122254（2番人気）� 134766（1番人気）� 54818（5番人気）
枠連票数 計 266734 的中 （5－8） 50589（1番人気）
馬連票数 計 839448 的中 �� 97049（1番人気）
馬単票数 計 405605 的中 �� 20380（2番人気）
ワイド票数 計 504069 的中 �� 49732（1番人気）�� 19911（7番人気）�� 22396（6番人気）
3連複票数 計1106545 的中 ��� 49313（3番人気）
3連単票数 計1400758 的中 ��� 14425（8番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．3―12．1―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．7―45．8―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ェ ア ー ド �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．6．6 東京7着

2013．4．8生 牡3鹿 母 シルクシルエット 母母 ビワナタシュカ 10戦2勝 賞金 21，440，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アーシー号・コスモアリエス号・ジルズパレス号・ストロボフラッシュ号・スミレ号・ソロダンサー号・

タマモシルクハット号・マカーオーン号・ロージーサンセット号
※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。

09032 4月2日 曇 稍重 （28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

812 パイロキネシスト 牡4黒鹿57 内田 博幸平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 488－ 61：54．4 5．7�
79 ディアコンチェルト 牡4黒鹿57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 八田ファーム 458＋ 61：54．61� 6．0�
44 ジュガンティーヤ 牡5青 57

54 ▲木幡 巧也�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B530± 01：55．23	 7．0�
67 トラキアンコード 
4芦 57 C．ルメール 原 �子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 41：55．3� 2．0�
33 ダイワハッスル 牡4栃栗 57

56 ☆石川裕紀人大城 敬三氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B486± 01：55．83 19．0	
56 カシノカーム 牡5芦 57 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B484± 01：56．12 25．5

68 ニシノプレシャス 牝4栗 55 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 440－ 21：56．2クビ 117．4�
11 オメガグランディス 牡5鹿 57 北村 宏司原 �子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 508－ 2 〃 クビ 90．4�
22  クリノロッキー 牡6栗 57

54 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 502－ 41：56．3	 12．5
710 ミラクルナイト 牡4芦 57 石橋 脩小野 博郷氏 柴田 政人 新冠 山岡ファーム 460－ 41：56．4クビ 32．3�
55  バードオンアスク 牝5鹿 55 柴田 善臣戸賀 智子氏 中舘 英二 新ひだか 藤原牧場 482－ 41：57．35 15．4�
811 クリノチョモラーリ 牝6栗 55 的場 勇人栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 484＋ 21：57．4	 218．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，128，800円 複勝： 47，746，700円 枠連： 18，602，500円
馬連： 86，306，400円 馬単： 46，966，500円 ワイド： 46，456，400円
3連複： 107，063，800円 3連単： 168，828，400円 計： 556，099，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 190円 � 210円 枠 連（7－8） 1，360円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 650円 �� 560円 �� 970円

3 連 複 ��� 3，960円 3 連 単 ��� 22，410円

票 数

単勝票数 計 341288 的中 � 47361（2番人気）
複勝票数 計 477467 的中 � 63586（3番人気）� 65238（2番人気）� 57847（4番人気）
枠連票数 計 186025 的中 （7－8） 10546（5番人気）
馬連票数 計 863064 的中 �� 34617（8番人気）
馬単票数 計 469665 的中 �� 8334（16番人気）
ワイド票数 計 464564 的中 �� 18550（7番人気）�� 21787（5番人気）�� 11882（11番人気）
3連複票数 計1070638 的中 ��� 20271（15番人気）
3連単票数 計1688284 的中 ��� 5460（77番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―13．2―12．8―12．5―12．7―12．6―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．8―50．6―1：03．1―1：15．8―1：28．4―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パイロキネシスト �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 シアトルスズカ デビュー 2014．8．9 札幌5着

2012．2．22生 牡4黒鹿 母 グランドホイッスル 母母 ク チ ブ エ 11戦2勝 賞金 20，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。

追 加 記 事（第 3回中山競馬第 1日第 3競走）
〔その他〕　　ホメテノバスコ号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折〕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。



09033 4月2日 曇 良 （28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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

66 ミライヘノツバサ 牡3芦 56 内田 博幸三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 486＋ 42：16．1 14．9�
77 � リッチーリッチー 牡3栗 56 戸崎 圭太�ラ・メール 友道 康夫 愛 N. Hartery 508－ 22：16．2� 12．3�
89 シュペルミエール 牡3栗 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－102：16．41	 3．2�
44 オーダードリブン 牡3黒鹿56 C．ルメール �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454± 02：16．61	 1．9�
55 ステイブラビッシモ 牡3鹿 56 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 460＋ 4 〃 クビ 30．1	
33 ウ ム ブ ル フ 牡3青鹿56 A．シュタルケ �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 62：16．81	 5．0

（独）

22 ウインテンダネス 牡3栗 56 柴田 大知�ウイン 日吉 正和 新冠 アサヒ牧場 472＋ 22：16．9クビ 219．0�
88 ユークリッド 牡3栗 56 吉田 豊 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 494± 02：17．64 51．9�
11 ウインシンフォニア 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 高木 登 新ひだか 片山牧場 470± 02：17．7� 58．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 63，724，200円 複勝： 113，329，200円 枠連： 18，050，100円
馬連： 113，120，900円 馬単： 72，907，400円 ワイド： 57，464，900円
3連複： 133，664，500円 3連単： 326，884，400円 計： 899，145，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 400円 � 330円 � 150円 枠 連（6－7） 3，740円

馬 連 �� 4，100円 馬 単 �� 10，690円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 520円 �� 440円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 39，330円

票 数

単勝票数 計 637242 的中 � 34051（5番人気）
複勝票数 計1133292 的中 � 59714（5番人気）� 74989（4番人気）� 270562（2番人気）
枠連票数 計 180501 的中 （6－7） 3736（12番人気）
馬連票数 計1131209 的中 �� 21357（12番人気）
馬単票数 計 729074 的中 �� 5111（27番人気）
ワイド票数 計 574649 的中 �� 12651（12番人気）�� 28487（6番人気）�� 35328（5番人気）
3連複票数 計1336645 的中 ��� 27002（12番人気）
3連単票数 計3268844 的中 ��� 6025（102番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―13．4―13．5―13．4―12．4―12．2―11．7―11．4―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―25．0―38．4―51．9―1：05．3―1：17．7―1：29．9―1：41．6―1：53．0―2：04．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F34．5
1
3
7，6，3，4，2，8，5，9＝1
7，6，5（3，4）9（2，8）－1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミライヘノツバサ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 シルバーチャーム デビュー 2015．10．17 東京6着

2013．4．27生 牡3芦 母 タムロブライト 母母 タムロチェリー 5戦2勝 賞金 18，524，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

09034 4月2日 曇 良 （28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，27．4．4以降28．3．27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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

22 サブライムカイザー 牡4鹿 56 戸崎 圭太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 500＋ 22：34．3 3．0�

46 グランドサッシュ 牡5黒鹿57 田辺 裕信 �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 22：34．51� 16．3�

33 マイネルサージュ 牡4鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 496－ 62：34．6	 12．2�

69 レイズアスピリット 牡5青 57 丸山 元気 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 474＋ 42：34．7
 21．3�
610 ドラゴンズタイム 牡5鹿 56 吉田 豊窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 B430－ 6 〃 クビ 16．0	
58 フジマサエンペラー 牡7黒鹿56 横山 典弘藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 508＋ 2 〃 ハナ 12．7

712 ヴェラヴァルスター 牡4栗 56 C．ルメール 保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 514＋ 42：34．8クビ 2．2�
34 � フジノサムライ 牡4黒鹿53 吉田 隼人栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 柏木 一則 524－ 82：35．01	 92．0�
711 ゼットスマイル 牡4栗 54 蛯名 正義�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 504± 02：35．1
 29．7
45 タケルラムセス 牡4鹿 55 北村 宏司森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 478＋ 82：35．2クビ 23．0�
814 アムールスキー 牡5鹿 53 石川裕紀人 �シルクレーシング 小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 22：35．3	 334．0�
57 マイネルシュライ 牡8青 52 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B504＋ 8 〃 アタマ 206．2�

813� セ セ リ 牡5栗 56 松岡 正海冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca
Beatson Jr. 512＋ 6 〃 ハナ 24．8�

11 スズカヴァンガード 5栗 57 西田雄一郎永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 480－122：35．4クビ 38．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 57，170，600円 複勝： 89，195，100円 枠連： 38，097，400円
馬連： 176，076，100円 馬単： 78，372，700円 ワイド： 83，391，800円
3連複： 228，466，000円 3連単： 332，794，500円 計： 1，083，564，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 310円 � 300円 枠 連（2－4） 1，370円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 700円 �� 690円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 5，660円 3 連 単 ��� 25，070円

票 数

単勝票数 計 571706 的中 � 147756（2番人気）
複勝票数 計 891951 的中 � 220890（2番人気）� 61025（6番人気）� 63995（5番人気）
枠連票数 計 380974 的中 （2－4） 21543（5番人気）
馬連票数 計1760761 的中 �� 63580（8番人気）
馬単票数 計 783727 的中 �� 18243（8番人気）
ワイド票数 計 833918 的中 �� 31139（6番人気）�� 31932（3番人気）�� 10521（25番人気）
3連複票数 計2284660 的中 ��� 30234（14番人気）
3連単票数 計3327945 的中 ��� 9623（60番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．1―18．9―30．2―41．7―54．0―1：07．7―1：20．7―1：33．8―1：46．5―1：58．8―2：10．6―2：22．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サブライムカイザー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2014．12．14 中山1着

2012．3．21生 牡4鹿 母 マドモアゼルシッシ 母母 Sister Dot 14戦3勝 賞金 49，074，000円



09035 4月2日 曇 良 （28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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

812 サ ザ ナ ミ 牝4鹿 55 A．シュタルケ �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 408＋ 61：08．1 6．5�
（独）

68 プレイズエターナル 牡6黒鹿57 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B490± 0 〃 アタマ 3．2�

711 ク リ ス マ ス 牝5黒鹿55 田辺 裕信 M・
Kenichiホールディング� 伊藤 大士 新冠 アラキフアーム 458－ 41：08．2� 2．8�

710	 アドマイヤイナズマ 牡6青鹿57 丸山 元気近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 B510－ 61：08．3
 19．9�
22 アドマイヤゴッド 牡4鹿 57 横山 典弘近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B498＋ 2 〃 ハナ 5．8�
45 カシノワルツ 牝6黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B458－ 41：08．4クビ 105．5	
57 アブマーシュ 牝7鹿 55 柴田 善臣伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 488－121：08．5� 97．8

11 コスモドーム 牡5鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 520－ 2 〃 クビ 12．3�
33 インスペード 牡7黒鹿57 蛯名 正義�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 506＋ 61：08．6クビ 51．2
44 ユキノアイオロス �8鹿 57 内田 博幸井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 468－ 81：08．7� 25．4�
56 トーセンラーク 牝4栗 55 吉田 豊島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 中神牧場 482－10 〃 アタマ 27．6�
813 ワ ー ル ン ガ 牡6栗 57 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋ 61：08．9� 153．8�
69 ブライトチェリー 牝6芦 55 田中 勝春 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 482＋ 81：09．64 193．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 83，214，600円 複勝： 113，546，100円 枠連： 53，815，100円
馬連： 302，670，400円 馬単： 139，794，700円 ワイド： 122，679，000円
3連複： 384，567，200円 3連単： 668，363，800円 計： 1，868，650，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 170円 � 120円 � 130円 枠 連（6－8） 1，110円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 450円 �� 410円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 8，940円

票 数

単勝票数 計 832146 的中 � 101516（4番人気）
複勝票数 計1135461 的中 � 136063（4番人気）� 267608（1番人気）� 244052（2番人気）
枠連票数 計 538151 的中 （6－8） 37385（5番人気）
馬連票数 計3026704 的中 �� 186346（5番人気）
馬単票数 計1397947 的中 �� 38178（12番人気）
ワイド票数 計1226790 的中 �� 63506（5番人気）�� 71151（4番人気）�� 153471（1番人気）
3連複票数 計3845672 的中 ��� 248897（2番人気）
3連単票数 計6683638 的中 ��� 54162（20番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．1―11．3―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．4―44．7―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．7
3 13（6，10）12（3，11）5，1（2，9）（7，8）4 4 13（6，10）12（3，11）（5，2）（1，7，8，4）9

勝馬の
紹 介

サ ザ ナ ミ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Peintre Celebre デビュー 2014．8．3 新潟4着

2012．2．20生 牝4鹿 母 クーデンビーチ 母母 Joyful 9戦4勝 賞金 52，564，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

09036 4月2日 曇 稍重 （28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 ヴェアリアスサマー 牡5栗 57 北村 宏司小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 520± 01：11．5 5．5�
48 リュクサンブール 牡5鹿 57 横山 典弘村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472± 01：11．6� 2．0�
23 オープンザウェイ 牡4栗 57 A．シュタルケ�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 474＋ 21：11．81� 4．6�

（独）

816 ラ ミ ー ロ 牡4栗 57
54 ▲原田 和真門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか 原口牧場 474－ 2 〃 クビ 27．9�

611 ア サ マ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 482－ 61：11．9クビ 7．6�
59 � インスタイル 	5鹿 57

56 ☆石川裕紀人岡田 牧雄氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 504＋121：12．11
 18．4	
36 カシノトラダマシイ 牡4黒鹿57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 470＋101：12．2
 335．6

713� シゲルエチゴ 牡5芦 57 柴山 雄一 �ブルアンドベア 伊藤 正徳 日高 新井 昭二 468＋ 2 〃 クビ 188．7�
47 サトノバセロン 	5青鹿57 丸田 恭介里見 治氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 502± 01：12．41 58．0�
815 アルマクレヨン 牡4栗 57 勝浦 正樹コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 静内酒井牧場 B502＋ 4 〃 ハナ 26．5

12 レイディルアレナ 牡4鹿 57 内田 博幸�佐藤牧場 高橋 文雅 新冠 カミイスタット 516－ 81：12．72 50．0�
（法634）

612� ミスチフウイッチ 牝4黒鹿55 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 448－14 〃 ハナ 228．6�
24 � メガミチャン 牝4鹿 55

52 ▲菊沢 一樹�イージス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482－ 11：13．33
 38．7�
35 オベーション 牝5鹿 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 坂本牧場 462± 01：13．4
 71．9�
11 � タカベラジオ 牝5芦 55

52 ▲木幡 初也北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 見上牧場 504＋15 〃 ハナ 131．5�
510� デ ィ ナ ー ル 牡4鹿 57 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 B446－101：13．82
 146．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，277，700円 複勝： 84，811，000円 枠連： 41，882，800円
馬連： 197，132，900円 馬単： 85，375，100円 ワイド： 93，234，000円
3連複： 222，702，300円 3連単： 378，294，600円 計： 1，167，710，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 160円 � 110円 � 140円 枠 連（4－7） 580円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 290円 �� 530円 �� 220円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 5，470円

票 数

単勝票数 計 642777 的中 � 93118（3番人気）
複勝票数 計 848110 的中 � 97841（3番人気）� 282607（1番人気）� 142959（2番人気）
枠連票数 計 418828 的中 （4－7） 55528（2番人気）
馬連票数 計1971329 的中 �� 239663（2番人気）
馬単票数 計 853751 的中 �� 42209（5番人気）
ワイド票数 計 932340 的中 �� 83627（2番人気）�� 38765（6番人気）�� 121673（1番人気）
3連複票数 計2227023 的中 ��� 180505（1番人気）
3連単票数 計3782946 的中 ��� 50080（10番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．5―12．0―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．2―46．2―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェアリアスサマー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Manila デビュー 2013．9．22 中山3着

2011．5．23生 牡5栗 母 ダキューパン 母母 She Won’t Tell 21戦3勝 賞金 26，500，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（28中山3）第3日 4月2日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 175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

181，740，000円
2，530，000円
9，420，000円
1，200，000円
18，480，000円
70，470，000円
4，550，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
520，923，900円
839，403，700円
315，210，100円
1，360，344，800円
690，382，100円
694，733，100円
1，728，015，200円
2，774，708，300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 8，923，721，200円

総入場人員 17，867名 （有料入場人員 16，339名）
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