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09073 4月16日 曇 稍重 （28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）

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

712 イダフェイマ 牝3芦 54 三浦 皇成張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 530－101：56．0 11．8�
58 トキメキユキチャン 牝3青鹿54 蛯名 正義片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 432＋ 21：56．21� 12．0�
46 ライラックチャーム 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 浅野洋一郎 浦河 上山牧場 492＋ 2 〃 クビ 23．9�
69 ハンキードーリ 牝3黒鹿54 内田 博幸平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 B462＋ 4 〃 ハナ 10．6�
11 ティアップゼファー 牝3栗 54 大野 拓弥田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 462± 01：56．3クビ 5．5�
34 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 414－ 21：56．61� 2．1	
610 エバーパッション 牝3青鹿54 柴山 雄一宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 412＋ 21：56．92 60．0

711 アースビーガ 牝3鹿 54 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 新ひだか 城地 清満 450－ 21：57．0� 21．8�
813 ティーメロー 牝3鹿 54 柴田 善臣深見 富朗氏 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 480± 01：57．1� 4．7�
22 サンドルトン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎加藤 信之氏 小野 次郎 新ひだか 仲野牧場 472－ 21：58．05 91．6
814 スガノラッシュ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 橋本牧場 424－101：58．1� 202．8�
45 コンスタンシー 牝3青鹿54 吉田 豊永田 和彦氏 鈴木 孝志 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 400－101：59．05 205．3�
33 グランドスリジエ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行田畑 利彦氏 石栗 龍彦 浦河 モトスファーム 496＋ 61：59．42� 315．0�
57 シゲルヒメコダイ 牝3青鹿54 村田 一誠森中 蕃氏 松山 将樹 浦河 中村 雅明 458－ 22：00．46 273．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，489，000円 複勝： 36，910，900円 枠連： 13，021，900円
馬連： 52，238，200円 馬単： 31，248，100円 ワイド： 29，811，400円
3連複： 70，805，800円 3連単： 100，436，000円 計： 356，961，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 320円 � 320円 � 520円 枠 連（5－7） 3，340円

馬 連 �� 5，220円 馬 単 �� 10，420円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 2，630円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 23，110円 3 連 単 ��� 124，680円

票 数

単勝票数 計 224890 的中 � 15145（5番人気）
複勝票数 計 369109 的中 � 32057（4番人気）� 31051（5番人気）� 17447（7番人気）
枠連票数 計 130219 的中 （5－7） 3020（14番人気）
馬連票数 計 522382 的中 �� 7745（19番人気）
馬単票数 計 312481 的中 �� 2249（35番人気）
ワイド票数 計 298114 的中 �� 5109（19番人気）�� 2883（26番人気）�� 4787（20番人気）
3連複票数 計 708058 的中 ��� 2297（55番人気）
3連単票数 計1004360 的中 ��� 584（296番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―13．4―13．3―12．4―12．7―12．8―13．0―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―38．0―51．3―1：03．7―1：16．4―1：29．2―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イダフェイマ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．1．23 中山4着

2013．3．2生 牝3芦 母 ソングバード 母母 マイワイルドフラワー 3戦1勝 賞金 5，900，000円
※出走取消馬 ヤマイチキズナ号（疾病〔両前肢挫創〕のため）

09074 4月16日 曇 稍重 （28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35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

612 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± 01：12．4 8．3�
48 サ ノ コ コ 牝3鹿 54 吉田 豊ビジョンサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 武田 修一 486＋ 6 〃 クビ 6．3�
611 コパノリクエスト 牡3鹿 56 柴山 雄一小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 550－ 41：12．5� 64．5�
714 レパーズタウン 牝3鹿 54 大野 拓弥岡田 壮史氏 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 430－ 61：12．71� 22．5�
23 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 466＋ 41：13．23 9．2�
11 イデアオブダンディ 牡3栗 56 蛯名 正義益田 修一氏 柄崎 孝 日高 山田 政宏 470＋ 21：13．41� 27．8	
510 ミラクルバイオ 牡3栗 56 柴田 大知バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 484± 01：13．5� 1．6

47 ドラゴンイモン 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 474± 01：13．6クビ 47．1�
713 ノ ボ ド ラ ゴ 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 460－141：13．7� 52．6�
36 ト イ ミ サ キ 牝3鹿 54 村田 一誠三宅 勝俊氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 420＋ 81：13．8� 314．8
12 エタニティーワルツ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 468 ―1：13．9� 250．4�
24 テイブルランド 牡3栗 56 T．ベリー 平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 静内フジカワ牧場 416－ 41：14．32� 142．6�

（豪）

59 セイユウボーイ 牡3栗 56 柴田 善臣星 雄一郎氏 佐藤 吉勝 新ひだか ヒサイファーム 460－ 61：14．5� 21．4�
35 ロゼスマイル 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 442－ 4 〃 ハナ 336．1�
816 ジ ュ リ ア ス 牡3黒鹿56 三浦 皇成池田 草龍氏 高橋 祥泰 新冠 上井農場 458－121：15．13� 20．6�
815 トミケンアールト 牡3芦 56 田中 勝春冨樫 賢二氏 南田美知雄 新ひだか グランド牧場 B478＋ 21：16．48 205．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，425，100円 複勝： 52，092，600円 枠連： 15，049，100円
馬連： 54，233，100円 馬単： 32，864，200円 ワイド： 30，319，000円
3連複： 68，125，500円 3連単： 102，355，100円 計： 380，463，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 290円 � 340円 � 1，570円 枠 連（4－6） 2，030円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 5，020円

ワ イ ド �� 680円 �� 3，640円 �� 3，990円

3 連 複 ��� 29，720円 3 連 単 ��� 137，160円

票 数

単勝票数 計 254251 的中 � 24244（3番人気）
複勝票数 計 520926 的中 � 52195（2番人気）� 42146（3番人気）� 7497（11番人気）
枠連票数 計 150491 的中 （4－6） 5741（8番人気）
馬連票数 計 542331 的中 �� 17609（8番人気）
馬単票数 計 328642 的中 �� 4904（15番人気）
ワイド票数 計 303190 的中 �� 12208（5番人気）�� 2080（30番人気）�� 1893（33番人気）
3連複票数 計 681255 的中 ��� 1719（67番人気）
3連単票数 計1023551 的中 ��� 541（319番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．6―12．3―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．5―46．8―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルタモーダ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ショウナンカンプ デビュー 2015．12．12 中山4着

2013．4．8生 牡3栗 母 アイリスモレア 母母 ユアアディクト 5戦1勝 賞金 6，850，000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 サンマリエッタ号
※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。

第３回 中山競馬 第７日



09075 4月16日 曇 稍重 （28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

610 セイカエドミザカ 牡3栗 56
55 ☆石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 464－ 21：55．8 10．7�

35 ジンロックカフェ 牡3鹿 56 柴田 善臣西川 恭子氏 小島 太 千歳 社台ファーム 490－ 61：55．9� 12．0�
712 スカイノメジャー 牡3黒鹿56 T．ベリー 江 賦晨氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 494＋ 61：56．0� 2．6�

（豪）

47 シャイニーゴールド 牡3栗 56 三浦 皇成小林 昌志氏 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 482＋ 21：56．1クビ 47．1�
46 コラージェン 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新ひだか タガミファーム 472－ 41：56．2� 3．2�
34 トラストナイト 牡3黒鹿56 吉田 豊菅波 雅巳氏 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 484－ 2 〃 ハナ 101．4	
22 タネホカホカ 牡3栗 56 嘉藤 貴行
ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか キヨタケ牧場 458－ 4 〃 アタマ 124．7�
611 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 480－ 21：56．4� 16．8�
59 シンキングダンサー 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 468± 01：57．35 11．0
23 カフェジューヌ 牡3栗 56 柴山 雄一西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 472－ 41：57．93� 135．4�
815 ジュンレンパ 牡3鹿 56 内田 博幸河合 純二氏 森 秀行 新冠 秋田牧場 462－ 8 〃 アタマ 5．7�
11 ゴッドフュージョン 牡3鹿 56 蛯名 正義 �ウエスタンファーム 小野 次郎 新冠 ハシモトフアーム 488－ 61：58．11� 70．5�
814 カシノナイト 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 猪野毛牧場 474＋ 81：58．2� 514．4�
713 ノーザンエンブレム 牝3黒鹿54 小野寺祐太田頭 勇貴氏 石毛 善彦 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：58．62� 544．5�
58 シゲルカンパチ 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 坂 牧場 460－ 42：00．19 202．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，685，300円 複勝： 42，818，900円 枠連： 15，747，000円
馬連： 58，721，900円 馬単： 30，623，900円 ワイド： 33，662，600円
3連複： 74，514，600円 3連単： 96，427，000円 計： 379，201，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 210円 � 230円 � 170円 枠 連（3－6） 2，060円

馬 連 �� 4，220円 馬 単 �� 8，860円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 550円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 41，780円

票 数

単勝票数 計 266853 的中 � 19809（4番人気）
複勝票数 計 428189 的中 � 49877（4番人気）� 43778（6番人気）� 74308（2番人気）
枠連票数 計 157470 的中 （3－6） 5917（12番人気）
馬連票数 計 587219 的中 �� 10777（18番人気）
馬単票数 計 306239 的中 �� 2591（35番人気）
ワイド票数 計 336626 的中 �� 7721（18番人気）�� 16300（5番人気）�� 10281（12番人気）
3連複票数 計 745146 的中 ��� 13290（17番人気）
3連単票数 計 964270 的中 ��� 1673（142番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．0―13．8―13．0―12．8―12．7―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．9―50．7―1：03．7―1：16．5―1：29．2―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイカエドミザカ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．12．26 中山11着

2013．3．13生 牡3栗 母 セイカカロブ 母母 サンデーズシス 6戦1勝 賞金 9，600，000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。

09076 4月16日 曇 稍重 （28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35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� ウォリアーズクロス 牡3鹿 56
55 ☆石川裕紀人 �シルクレーシング 国枝 栄 米

B & B Blood-
stock, Inc &
Marty Hughes

528－ 81：12．4 1．8�
24 � リアリゾンルレーヴ 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 和子氏 池上 昌和 米

Robert B. Trus-
sell Jr. & John
T.L. Jones III

B460± 01：12．93 4．9�
510 オニニカナボー 牡3鹿 56 大野 拓弥西村新一郎氏 天間 昭一 むかわ 高田 良一 464－ 21：13．11� 26．0�
12 シカイリョーコー 牡3青鹿56 蛯名 正義田上 雅春氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 81：13．2� 21．1�
59 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± 0 〃 ハナ 9．3�
36 チェリーピッカー 牡3鹿 56 吉田 豊佐藤 守宏氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 466＋ 6 〃 アタマ 9．6	
35 フジシャイアン 牡3鹿 56 小島 太一藤田 達男氏 小島 太 新冠 佐藤牧場 492＋ 21：13．52 26．4

48 レッドセバスチャン 牡3鹿 56 菅原 隆一�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 21：13．81� 335．3�
612 チムニーロック 牡3鹿 56 柴山 雄一畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 498± 01：14．01� 8．8�
47 マキノジェット 牡3鹿 56 村田 一誠島宮 萬喜氏 土田 稔 様似 清水スタッド 512＋ 2 〃 ハナ 52．0
713 マ グ リ ッ ト 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 宮内牧場 448－ 6 〃 アタマ 126．3�
611 ディーズフリート 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B452± 01：14．32 241．0�
714 エクセレントロード 牡3黒鹿56 大庭 和弥河村 祥史氏 萱野 浩二 安平 ノーザンファーム 472－ 21：14．61� 352．1�
23 サ ノ ル ア 牝3黒鹿54 森 一馬ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 434－ 4 〃 クビ 126．5�
11 カシノスナイパー 	3鹿 56

53 ▲野中悠太郎柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 片岡 博 470－ 41：14．7クビ 324．3�
816 ジェネレーション 牡3黒鹿56 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 千歳 社台ファーム 428± 01：14．91� 364．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，647，300円 複勝： 38，509，700円 枠連： 17，035，900円
馬連： 54，374，600円 馬単： 35，073，000円 ワイド： 30，500，800円
3連複： 66，455，300円 3連単： 107，845，900円 計： 374，442，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 290円 枠 連（2－8） 470円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 230円 �� 640円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 6，630円

票 数

単勝票数 計 246473 的中 � 108259（1番人気）
複勝票数 計 385097 的中 � 153238（1番人気）� 51216（2番人気）� 19562（6番人気）
枠連票数 計 170359 的中 （2－8） 27979（1番人気）
馬連票数 計 543746 的中 �� 95178（1番人気）
馬単票数 計 350730 的中 �� 42395（1番人気）
ワイド票数 計 305008 的中 �� 40707（1番人気）�� 11207（6番人気）�� 5680（15番人気）
3連複票数 計 664553 的中 ��� 18085（8番人気）
3連単票数 計1078459 的中 ��� 11793（14番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．8―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―46．6―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウォリアーズクロス �
�
父 Warrior’s Reward �

�
母父 Bluegrass Cat デビュー 2015．10．25 東京3着

2013．3．11生 牡3鹿 母 Dattts Cool 母母 Culinary 4戦1勝 賞金 8，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ノートルスウェ号・ビップトイトイトイ号



09077 4月16日 曇 良 （28中山3）第7日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時25分 （芝・右）

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

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

816 インザサイレンス 牡3芦 56 柴田 善臣岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田 猛 458－ 42：01．5 6．7�
23 マイネルアブリル 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新ひだか 折手牧場 472＋ 22：01．6� 32．8�
59 � チャパラルバード 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人林 正道氏 堀 宣行 仏 Dayton In-
vestments Ltd 460± 02：01．91� 12．2�

815 カ ゲ ム シ ャ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 日高 下河辺牧場 426－20 〃 クビ 358．9�
510 ミッレミリア 牡3栃栗56 三浦 皇成阿部 雅英氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 446－ 4 〃 ハナ 167．7�
612 シャドウトルーパー 牡3鹿 56 T．ベリー 飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 484－12 〃 ハナ 6．6	

（豪）

713 マ イ テ ィ �3栗 56 吉田 豊 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456－ 62：02．11	 390．6


24 キャプテンロブロイ 牡3青鹿56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 516＋ 82：02．2� 1．8�
714 ダンスパープル 牝3鹿 54 内田 博幸髙嶋 祐子氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 450－ 42：02．3クビ 4．6
48 レーヴドブラン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎ライオンレースホース� 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 420－ 82：02．62 121．1�
12 パールオブウエスト 牝3黒鹿54 大庭 和弥 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 388－102：02．7� 267．8�
36 アイトラッキング 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 522－182：02．8� 56．7�
35 オ ズ マ 牡3芦 56 田中 勝春新井 康司氏 森 秀行 新ひだか 片山牧場 442＋ 62：02．9クビ 147．9�
47 アズミノニフクカゼ 牡3栗 56 柴山 雄一芳賀 克也氏 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 466－ 62：03．53� 168．1�
611 ホットメッセージ 牡3青鹿56 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 444－ 42：03．81� 60．6�
11 レイホーロイス 牡3黒鹿56 大野 拓弥永井 啓弍氏 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 476－ 22：04．75 59．8�
817 クラウンラーテル 牡3鹿 56 村田 一誠矢野 恭裕氏 天間 昭一 新ひだか 高橋 修 416－ 42：05．02 588．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 25，977，400円 複勝： 42，171，600円 枠連： 16，612，700円
馬連： 59，028，900円 馬単： 36，384，800円 ワイド： 31，973，900円
3連複： 72，309，600円 3連単： 113，483，600円 計： 397，942，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 230円 � 570円 � 270円 枠 連（2－8） 510円

馬 連 �� 8，560円 馬 単 �� 15，280円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 870円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 18，590円 3 連 単 ��� 125，610円

票 数

単勝票数 計 259774 的中 � 30988（4番人気）
複勝票数 計 421716 的中 � 53268（3番人気）� 16724（6番人気）� 42850（5番人気）
枠連票数 計 166127 的中 （2－8） 25182（2番人気）
馬連票数 計 590289 的中 �� 5342（15番人気）
馬単票数 計 363848 的中 �� 1785（31番人気）
ワイド票数 計 319739 的中 �� 4734（14番人気）�� 9777（10番人気）�� 3435（17番人気）
3連複票数 計 723096 的中 ��� 2917（44番人気）
3連単票数 計1134836 的中 ��� 655（241番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．4―12．6―12．2―12．3―12．4―12．0―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．8―48．4―1：00．6―1：12．9―1：25．3―1：37．3―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．2
1
3
17，1－3，4（2，12）（10，16）（7，11）9（5，14）6（8，15）13・（17，1，12）（3，4，14）（2，10，16）（9，11）（7，15）（5，6，13）8

2
4

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

勝馬の
紹 介

インザサイレンス �
�
父 リキアイサイレンス �

�
母父 ティッカネン デビュー 2015．12．5 阪神3着

2013．5．22生 牡3芦 母 カーリービッド 母母 カーフィリィ 7戦1勝 賞金 12，300，000円
※インザサイレンス号・オズマ号・パールオブウエスト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

09078 4月16日 曇 良 （28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55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

11 ミエノドリーマー 牡3栗 56 柴山 雄一里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 448－ 61：34．7 10．8�
22 オルレアンローズ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新冠 ヒカル牧場 474－ 2 〃 クビ 12．2�
44 スターオブペルシャ 牡3栗 56 内田 博幸 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 516＋ 2 〃 アタマ 1．7�
810 エ ン ジ ニ ア 牡3鹿 56 戸崎 圭太髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 472± 01：35．12� 4．9�
78 サンセットトウホク 牡3黒鹿 56

55 ☆石川裕紀人島川 	哉氏 加藤 征弘 新冠 秋田牧場 480－ 41：35．2クビ 15．5

811 ナイトインブラック 牡3黒鹿56 T．ベリー �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 482－ 2 〃 クビ 6．5�

（豪）

79 ホウオウマリリン 牝3栗 54 蛯名 正義小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 394－ 61：35．41 41．8�
33 グランリゲル 牡3鹿 56 菅原 隆一島川 	哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 442－ 2 〃 アタマ 204．5
55 ブランデーグラス 牡3栗 56 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 478± 0 〃 クビ 49．3�
67 マコトルーメン 牡3鹿 56 三浦 皇成�ディアマント 水野 貴広 様似 出口 繁夫 474－ 21：35．5クビ 28．6�
66 � シーズアウーマン 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 436－ 21：35．71� 270．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 32，449，500円 複勝： 73，078，900円 枠連： 19，240，900円
馬連： 69，471，800円 馬単： 43，081，300円 ワイド： 38，110，900円
3連複： 80，812，600円 3連単： 157，530，600円 計： 513，776，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 190円 � 240円 � 110円 枠 連（1－2） 5，350円

馬 連 �� 5，190円 馬 単 �� 11，920円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 330円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 28，780円

票 数

単勝票数 計 324495 的中 � 23957（4番人気）
複勝票数 計 730789 的中 � 54175（4番人気）� 38390（5番人気）� 398361（1番人気）
枠連票数 計 192409 的中 （1－2） 2783（13番人気）
馬連票数 計 694718 的中 �� 10367（16番人気）
馬単票数 計 430813 的中 �� 2709（31番人気）
ワイド票数 計 381109 的中 �� 8316（15番人気）�� 32152（3番人気）�� 23956（4番人気）
3連複票数 計 808126 的中 ��� 25889（9番人気）
3連単票数 計1575306 的中 ��� 3967（94番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―11．7―12．0―12．0―11．7―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．9―35．6―47．6―59．6―1：11．3―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミエノドリーマー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 メジロライアン デビュー 2016．1．23 中山1着

2013．3．31生 牡3栗 母 ドリームカムカム 母母 ドリーミングガール 3戦2勝 賞金 13，200，000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。



09079 4月16日 曇 稍重 （28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25分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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 � ピンクシャドウ 牝5栗 55 柴田 大知 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 488± 01：54．0 3．2�
66 スカーボロフェア 牝4鹿 55 T．ベリー H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B436± 01：54．74 8．6�
（豪）

33 � ラゴディラゴライ 牝6鹿 55
54 ☆石川裕紀人佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：54．8� 9．6�

88 ユアザイオン 牝4黒鹿55 戸崎 圭太ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B486＋ 21：55．22� 2．6�
22 ジーガールージュ 牝4栗 55 大野 拓弥�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 496＋ 61：55．41� 3．9	
89 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± 01：55．93 24．7

11 スイートガーデン 牝5鹿 55 小野寺祐太田頭 勇貴氏 二本柳俊一 新ひだか 落合 一巳 482± 0 〃 クビ 82．0�
77 � ゴールドリボン 牝4栗 55 内田 博幸金森圭史朗氏 加藤 和宏 日高 豊郷牧場 454＋ 81：56．53� 38．0�
55 � プ ラ セ ン タ 牝4青鹿55 嘉藤 貴行�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 454＋ 21：57．03 133．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 23，946，200円 複勝： 24，687，700円 枠連： 11，781，900円
馬連： 50，252，100円 馬単： 32，167，900円 ワイド： 23，933，200円
3連複： 60，202，000円 3連単： 133，782，100円 計： 360，753，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 190円 � 190円 枠 連（4－6） 1，510円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 570円 �� 440円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 14，230円

票 数

単勝票数 計 239462 的中 � 59204（2番人気）
複勝票数 計 246877 的中 � 52038（2番人気）� 30427（5番人気）� 31064（4番人気）
枠連票数 計 117819 的中 （4－6） 6009（7番人気）
馬連票数 計 502521 的中 �� 25014（7番人気）
馬単票数 計 321679 的中 �� 9164（10番人気）
ワイド票数 計 239332 的中 �� 10764（9番人気）�� 14541（6番人気）�� 7849（10番人気）
3連複票数 計 602020 的中 ��� 14505（11番人気）
3連単票数 計1337821 的中 ��� 6812（52番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―13．0―12．9―12．6―12．4―12．5―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．0―50．9―1：03．5―1：15．9―1：28．4―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ピンクシャドウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス

2011．3．23生 牝5栗 母 レディキルシェ 母母 ア ネ ー ロ 15戦1勝 賞金 14，250，000円
初出走 JRA

※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。

09080 4月16日 曇 良 （28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55分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

47 カスクストレングス 牡4黒鹿57 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 棚川 光男 498＋ 21：34．5 9．3�
48 ニシノカブケ 牡4栗 57 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 490－ 4 〃 クビ 22．5�
24 ダイワブレイディ �6芦 57

54 ▲菊沢 一樹大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 514－ 4 〃 アタマ 16．9�
611 ダイワダーウィン 牡4栗 57 柴田 善臣大城 敬三氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 476＋ 41：34．6クビ 11．3�
11 プレミアステイタス 牝5黒鹿55 嘉藤 貴行 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 476－ 41：34．81� 69．6�
510 クインズラピス 牡4黒鹿57 大野 拓弥 	クイーンズ・ランチ 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 B464－ 21：34．9� 24．2

59 マリーズケイ 牝5鹿 55

54 ☆石川裕紀人冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 480± 0 〃 クビ 2．8�
12 ブレイクザポケット 牡4鹿 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430± 01：35．0クビ 4．4�
815 アンプラグド �5芦 57 T．ベリー 諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 500＋ 2 〃 ハナ 14．6

（豪）

713 ウインマハロ 牝4鹿 55 三浦 皇成	ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 426＋ 4 〃 アタマ 22．2�
816 プルガステル 牡4青鹿57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 468± 01：35．21� 27．0�
714	 キャンディキー 牝5青鹿55 大庭 和弥北前孔一郎氏 高橋 文雅 新冠 中本牧場 454＋101：35．3� 95．4�
23 	 リ ス ク オ ン 牝5栗 55 森 一馬ユアストーリー 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：35．4� 152．9�
36 ロンバルディア 牡4鹿 57 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 460－ 21：35．5� 6．8�
612	 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 486＋ 21：35．71� 476．0�
35 ショウナンマラーク 牝4黒鹿55 吉田 豊国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 日西牧場 504－ 41：36．33� 194．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，715，100円 複勝： 52，890，500円 枠連： 22，032，800円
馬連： 92，862，100円 馬単： 42，793，400円 ワイド： 46，587，500円
3連複： 108，505，200円 3連単： 144，137，400円 計： 541，524，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 280円 � 770円 � 480円 枠 連（4－4） 11，800円

馬 連 �� 10，340円 馬 単 �� 19，280円

ワ イ ド �� 2，770円 �� 1，990円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 41，300円 3 連 単 ��� 234，830円

票 数

単勝票数 計 317151 的中 � 27040（4番人気）
複勝票数 計 528905 的中 � 55827（4番人気）� 16438（9番人気）� 27990（6番人気）
枠連票数 計 220328 的中 （4－4） 1446（29番人気）
馬連票数 計 928621 的中 �� 6957（32番人気）
馬単票数 計 427934 的中 �� 1664（61番人気）
ワイド票数 計 465875 的中 �� 4311（31番人気）�� 6082（23番人気）�� 4511（29番人気）
3連複票数 計1085052 的中 ��� 1970（111番人気）
3連単票数 計1441374 的中 ��� 445（636番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―11．4―11．5―11．8―12．0―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．3―35．7―47．2―59．0―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4F47．3―3F35．5

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

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

勝馬の
紹 介

カスクストレングス �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2014．8．31 札幌4着

2012．4．5生 牡4黒鹿 母 イシノショウジ 母母 サマニコマチ 17戦2勝 賞金 23，750，000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 アンジェリー号
※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。



09081 4月16日 曇 良 （28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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

22 ゼーヴィント 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 486＋ 22：01．1 2．1�
78 ミヤビエンブレム 牡3黒鹿56 内田 博幸村上 義勝氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 492＋ 22：01．2� 4．5�
11 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 474＋ 22：01．73 49．9�
66 エ デ ィ ク ト 牡3鹿 56 大野 拓弥窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 498± 02：01．91� 6．3�
89 � キングライオン 牡3栗 56 石川裕紀人ライオンレースホース� 矢作 芳人 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

490＋ 42：02．11� 13．7	
77 ワイルドゲーム 牡3鹿 56 柴田 善臣合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 488－ 42：02．2� 84．2

33 フォースリッチ 牡3黒鹿56 T．ベリー 宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 ハナ 4．4�

（豪）

810 ヴィータファン 牡3鹿 56 柴山 雄一猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 470－102：02．51� 20．2�
44 カシノエイシ 牡3鹿 56 村田 一誠柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 544－ 22：02．71� 278．7
55 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± 0 〃 ハナ 32．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 40，138，900円 複勝： 40，895，100円 枠連： 17，817，200円
馬連： 86，384，100円 馬単： 48，820，000円 ワイド： 37，899，800円
3連複： 103，327，800円 3連単： 207，000，300円 計： 582，283，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 140円 � 470円 枠 連（2－7） 540円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，250円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 12，180円

票 数

単勝票数 計 401389 的中 � 147803（1番人気）
複勝票数 計 408951 的中 � 108379（1番人気）� 82843（2番人気）� 13846（8番人気）
枠連票数 計 178172 的中 （2－7） 25411（2番人気）
馬連票数 計 863841 的中 �� 121509（1番人気）
馬単票数 計 488200 的中 �� 47391（1番人気）
ワイド票数 計 378998 的中 �� 45667（1番人気）�� 7064（17番人気）�� 5081（21番人気）
3連複票数 計1033278 的中 ��� 17354（15番人気）
3連単票数 計2070003 的中 ��� 12320（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．2―36．8―48．9―1：01．9―1：14．3―1：26．4―1：38．1―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．7
1
3
9，10（2，5）－（4，8）－（1，6）3，7・（9，10）5，2，8（4，6，3）－1，7

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

勝馬の
紹 介

ゼーヴィント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．11．8 東京7着

2013．5．12生 牡3鹿 母 シルキーラグーン 母母 シーヴィーナス 4戦2勝 賞金 15，231，000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。

09082 4月16日 曇 稍重 （28中山3）第7日 第10競走 ��1，800�
しもうさ

下総ステークス
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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

610 クラウンシャイン 牡4栗 57 石川裕紀人�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 478＋ 41：52．5 21．3�
815 リ ッ カ ル ド �5芦 57 内田 博幸岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 498± 0 〃 アタマ 2．5�
58 タムロミラクル 牡4青鹿57 田中 勝春谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 472＋ 21：53．13� 9．0�
47 フ ァ ド ー グ �5黒鹿57 大野 拓弥 �キャロットファーム 奥平 雅士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 21：53．2� 4．5�
713 ポイントブランク 牡6栗 57 蛯名 正義 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 540－101：53．4� 9．2	
59 マ ル ケ サ ス 牡7青鹿57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 アタマ 13．7

46 レッドルグラン 牡4鹿 57 T．ベリー �東京ホースレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 508－ 2 〃 クビ 38．9�

（豪）

814 アバオアクー 牡4鹿 57 吉田 豊外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B502± 01：53．5クビ 19．0�
11 タマモネイヴィー 牡5鹿 57 森 一馬タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B500± 01：53．92� 59．8
22 タマモマズルカ 牡5黒鹿57 柴田 善臣タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 532＋ 21：54．11� 88．3�
35 ポムフィリア 牝4鹿 55 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 小島牧場 474＋121：54．31 42．6�
34 セイカアヴァンサ 牡4鹿 57 柴田 大知久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 452± 01：54．51 217．5�
611 セブンフォース 牡6栗 57 嘉藤 貴行前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 556－ 21：54．6� 378．3�
712 エクストラゴールド 牡5栗 57 的場 勇人前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 516－161：54．7� 32．1�
23 クラシックメタル 牡5鹿 57 柴山 雄一吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 512＋101：59．8大差 7．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，966，800円 複勝： 78，374，100円 枠連： 37，831，600円
馬連： 163，922，700円 馬単： 68，026，700円 ワイド： 73，550，600円
3連複： 197，560，400円 3連単： 277，495，900円 計： 943，728，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，130円 複 勝 � 400円 � 130円 � 300円 枠 連（6－8） 1，780円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 6，000円

ワ イ ド �� 790円 �� 2，250円 �� 630円

3 連 複 ��� 5，720円 3 連 単 ��� 43，650円

票 数

単勝票数 計 469668 的中 � 17634（8番人気）
複勝票数 計 783741 的中 � 38458（7番人気）� 213130（1番人気）� 56969（5番人気）
枠連票数 計 378316 的中 （6－8） 16391（9番人気）
馬連票数 計1639227 的中 �� 63890（6番人気）
馬単票数 計 680267 的中 �� 8495（22番人気）
ワイド票数 計 735506 的中 �� 24182（7番人気）�� 7977（26番人気）�� 30975（5番人気）
3連複票数 計1975604 的中 ��� 25884（17番人気）
3連単票数 計2774959 的中 ��� 4608（145番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．8―13．2―12．9―12．5―12．4―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．9―50．1―1：03．0―1：15．5―1：27．9―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クラウンシャイン �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．11．15 福島3着

2012．4．21生 牡4栗 母 タ ツ ル ビ ー 母母 ヘッディンウエスト 15戦4勝 賞金 60，653，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔調教再審査〕 クラシックメタル号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 クラシックメタル号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。



09083 4月16日 曇 良 （28中山3）第7日 第11競走
第18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 66，000，000円 26，000，000円 17，000，000円 9，900，000円 6，600，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円
生産者賞 賞 品
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4：46．6良

77 オジュウチョウサン 牡5鹿 63 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 510－ 24：49．4 6．5�
22 サ ナ シ オ ン 牡7鹿 63 西谷 誠 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 476＋ 24：50．03� 1．3�
33 メイショウアラワシ 牡5栗 63 森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 462＋ 84：51．59 48．9�
89 ビコーピリラニ 牡6栗 63 田村 太雅�レジェンド 田所 秀孝 日高 高柳 隆男 480－ 64：51．6� 144．2�
55 ワンダフルワールド 牡5栗 63 平沢 健治三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 512－ 24：51．7クビ 9．3	
810 ダンツメガヒット �4栗 62 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 488－124：52．44 82．2

44 マイネルフィエスタ 牡6芦 63 植野 貴也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 514＋ 24：53．14 49．9�
78 ティリアンパープル 牝6鹿 61 山本 康志飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 B470＋ 64：53．74 33．8�
66 ブライトボーイ 牡7鹿 63 草野 太郎古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 486－ 24：53．8� 12．2
11 ウォンテッド 牡6黒鹿63 高田 潤谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 494－ 6 （競走中止） 19．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 64，407，800円 複勝： 166，518，300円 枠連： 40，942，900円
馬連： 165，962，200円 馬単： 133，763，500円 ワイド： 78，409，600円
3連複： 217，353，100円 3連単： 680，701，000円 計： 1，548，058，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 150円 � 110円 � 440円 枠 連（2－7） 300円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，860円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 26，490円

票 数

単勝票数 計 644078 的中 � 78238（2番人気）
複勝票数 計1665183 的中 � 99939（2番人気）� 1265376（1番人気）� 20629（8番人気）
枠連票数 計 409429 的中 （2－7） 105061（1番人気）
馬連票数 計1659622 的中 �� 371767（1番人気）
馬単票数 計1337635 的中 �� 61232（6番人気）
ワイド票数 計 784096 的中 �� 137930（1番人気）�� 8881（19番人気）�� 22717（10番人気）
3連複票数 計2173531 的中 ��� 49298（12番人気）
3連単票数 計6807010 的中 ��� 18623（69番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 51．8－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オジュウチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．10．19 東京11着

2011．4．3生 牡5鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 障害：12戦4勝 賞金 113，650，000円
〔競走中止〕 ウォンテッド号は，6号障害〔大竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

09084 4月16日 曇 稍重 （28中山3）第7日 第12競走 ��1，800�
と ね が わ

利 根 川 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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

713 ルールソヴァール �4栗 57 蛯名 正義 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 480± 01：53．2 2．0�

59 アスペンツリー 牡5黒鹿57 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 安平 追分ファーム 490± 01：53．3� 5．4�
815 オトメチャン 牝4鹿 55 三浦 皇成�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 野坂牧場 502－ 4 〃 クビ 9．1�
510 クロフネビームス 牝4芦 55 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 474＋ 41：53．4クビ 7．7�
36 ソルプレーサ 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 518＋ 41：53．93 30．4	
12 タ ン ジ ブ ル 牡4栗 57 柴山 雄一 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 B498－ 41：54．32� 38．5

612 サトノバリアント 牡5鹿 57 内田 博幸里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 454＋ 21：54．4クビ 29．3�
714 マイネルボルソー 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 478－ 4 〃 ハナ 47．6�
47 	 フレンドスイート 牝5鹿 55 石川裕紀人横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 452－ 21：54．72 141．9
35 
	 アメリカンストーム 牡4栗 57 戸崎 圭太吉澤 克己氏 相沢 郁 米 Reiko Baum &

Michael Baum 546＋ 6 〃 ハナ 18．9�
48 ヴ ィ ス ビ ー 牝5黒鹿55 村田 一誠大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 476－ 4 〃 ハナ 116．5�
24 ディアグリスター 牡6鹿 57 大庭 和弥ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 松浦牧場 B488－ 81：54．91� 209．2�
11 ニシノゲンキマル 牡5栗 57 的場 勇人西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 504± 01：55．32� 278．4�
611 ロンギングエース 牡6鹿 57 菊沢 一樹坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム B518＋ 21：55．4� 73．7�
816 ホワイトフリート 牡6芦 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：56．25 131．5�
23 ピグマリオン �7鹿 57 T．ベリー �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 466－ 2 （競走中止） 7．6�

（豪）

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，508，800円 複勝： 96，390，000円 枠連： 54，122，900円
馬連： 204，811，500円 馬単： 94，054，400円 ワイド： 97，106，400円
3連複： 262，362，800円 3連単： 399，075，600円 計： 1，274，432，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 180円 � 230円 枠 連（5－7） 300円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 290円 �� 400円 �� 890円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 4，740円

票 数

単勝票数 計 665088 的中 � 257670（1番人気）
複勝票数 計 963900 的中 � 277072（1番人気）� 121819（3番人気）� 84863（5番人気）
枠連票数 計 541229 的中 （5－7） 136900（1番人気）
馬連票数 計2048115 的中 �� 291291（1番人気）
馬単票数 計 940544 的中 �� 83246（1番人気）
ワイド票数 計 971064 的中 �� 92224（2番人気）�� 63247（4番人気）�� 24896（12番人気）
3連複票数 計2623628 的中 ��� 138507（4番人気）
3連単票数 計3990756 的中 ��� 60942（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―37．6―50．3―1：03．5―1：15．8―1：27．6―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルールソヴァール �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．2．7 東京4着

2012．5．20生 �4栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 10戦3勝 賞金 44，686，000円
〔競走中止〕 ピグマリオン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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） 1頭 チャオ号
（非抽選馬） 8頭 エターナルヒーロー号・キングブレイク号・ゴーイングベル号・ツインキャンドル号・ドラゴンビューティ号・

ブルーボサノヴァ号・ベルプラージュ号・レッツゴースター号
※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。



（28中山3）第7日 4月16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 165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

297，690，000円
6，280，000円
1，880，000円
33，420，000円
66，035，000円
5，472，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
431，357，200円
745，338，300円
281，236，800円
1，112，263，200円
628，901，200円
551，865，700円
1，382，334，700円
2，520，270，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，653，567，600円

総入場人員 26，369名 （有料入場人員 24，531名）
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