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09061 4月8日 晴 良 （30中山3）第6日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時55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

713 セグレートシチー 牡3栗 56 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B500－ 21：13．0 2．0�
12 サイドストリート 牝3鹿 54 柴田 大知山住 勲氏 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 472－ 6 〃 クビ 7．6�
611 テンポディヴァルス 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也�ターフ・スポート矢野 英一 新ひだか 高橋 義浩 444± 01：13．31� 15．9�
816 キミワテンマ 牡3鹿 56

54 △武藤 雅浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 498± 01：13．4クビ 2．9�
11 クラウンクラシック 牡3芦 56 三浦 皇成矢野 恭裕氏 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 478－ 21：13．5� 10．2	
47 ラッキーチャンス 牝3鹿 54 北村 宏司堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 日高 日西牧場 446＋ 61：13．71� 26．9

510 ラッシュラッシュ 牝3黒鹿54 武士沢友治�槇本牧場 青木 孝文 日高 槇本牧場 468＋ 41：14．55 347．0�
48 スーパーヴュー 牝3黒鹿54 田中 勝春藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 408± 0 〃 ハナ 115．0�
35 ノボサプライズ 牝3栗 54 酒井 学�LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 414± 01：14．6クビ 237．4
36 カネトシキントキ 牡3黒鹿56 松岡 正海兼松 昌男氏 伊藤 伸一 浦河 高昭牧場 476－ 41：14．81� 120．5�
23 サノノヒカリ 牡3鹿 56 江田 照男佐野 信幸氏 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 434－ 6 〃 クビ 241．6�
815 ヤマニンミレーレ 牝3黒鹿54 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 430－ 41：14．9� 75．2�
24 ラテンリズム 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 松山 将樹 浦河 高昭牧場 438－ 41：15．0� 224．5�
59 サンアニストン �3黒鹿56 長岡 禎仁 �加藤ステーブル 加藤 和宏 新冠 海馬沢 明 424－161：15．21� 283．2�
612 メ ル ズ ー ガ 牡3栗 56 松田 大作岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 原 弘之 B478－ 81：15．41� 163．6�
714 パトリツィア 牝3鹿 54 菱田 裕二ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422 ―1：16．57 25．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，086，800円 複勝： 30，119，600円 枠連： 12，900，500円
馬連： 46，689，300円 馬単： 25，600，500円 ワイド： 25，842，100円
3連複： 66，389，100円 3連単： 95，749，500円 計： 322，377，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 180円 � 260円 枠 連（1－7） 410円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 330円 �� 510円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 6，770円

票 数

単勝票数 計 190868 的中 � 73744（1番人気）
複勝票数 計 301196 的中 � 144122（1番人気）� 29668（3番人気）� 15814（5番人気）
枠連票数 計 129005 的中 （1－7） 24368（2番人気）
馬連票数 計 466893 的中 �� 51828（2番人気）
馬単票数 計 256005 的中 �� 17162（3番人気）
ワイド票数 計 258421 的中 �� 22039（2番人気）�� 12930（6番人気）�� 4593（14番人気）
3連複票数 計 663891 的中 ��� 21650（6番人気）
3連単票数 計 957495 的中 ��� 10248（19番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．6―12．2―12．4―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．6―46．8―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．4
3 2（7，13）16－11－（3，5）（1，15）（8，10）9（4，14）－12，6 4 ・（2，13）（7，16）－11（3，5）1－（8，15）（9，10）（12，4）（14，6）

勝馬の
紹 介

セグレートシチー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2017．6．17 阪神12着

2015．5．5生 牡3栗 母 アイシークレット 母母 ワンモアヒット 7戦1勝 賞金 8，300，000円

09062 4月8日 晴 良 （30中山3）第6日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時25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

47 オワゾードール 牡3鹿 56 内田 博幸 Viridian Keiba Club 久保田貴士 千歳 社台ファーム 474－ 41：58．1 5．2�
35 ア カ ツ キ 牡3鹿 56 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 456－ 4 〃 クビ 9．2�
815 ゴールドパッション 牡3栗 56 北村 宏司居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 512＋ 61：58．2クビ 6．5�
816 サ ン ベ ン ド 牡3鹿 56 松岡 正海 �加藤ステーブル 小島 茂之 新冠 ラツキー牧場 474－ 21：58．41� 3．0�
59 サマーボーイ 牡3鹿 56 横山 和生前田 亘輝氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 484－ 21：58．61 14．0�
510 フラワーストリーム 牡3鹿 56 三浦 皇成花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 470± 01：59．02� 5．4	
11 ウサギノパンチ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也桐谷 茂氏 堀井 雅広 平取 中川 隆 454－ 2 〃 クビ 32．6

48 クリノバルテュス 牡3鹿 56 酒井 学栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 木村牧場 482± 01：59．1クビ 18．3�
612 ニシノエクレール 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅西山 茂行氏 小西 一男 新ひだか 本桐牧場 448＋ 2 〃 アタマ 93．7�
713 ゴールドエントリー 牡3鹿 56 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム B492＋ 21：59．52� 33．1
36 ターフィーキング 牡3黒鹿56 水口 優也田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 424－ 21：59．6� 299．9�
714 ルナティック 牡3芦 56 菱田 裕二片山 浄見氏 田中 博康 新ひだか 千代田牧場 B504－241：59．7� 20．8�
23 ペイシャガンセ 牝3鹿 54 松田 大作北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 482－ 62：00．76 37．7�
24 テイエムチャレンジ 牡3栗 56 杉原 誠人竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 498± 02：00．8� 239．3�
611 シ ュ ヌ ー ク 牝3青鹿54 長岡 禎仁 �様似共栄牧場 柄崎 孝 様似 様似共栄牧場 422＋ 62：01．43� 193．6�
12 メ ヒ テ ィ ヒ 牝3栗 54 江田 照男�ラ・メール 松永 康利 浦河 ディアレスト

クラブ 428＋ 42：02．03� 237．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，637，200円 複勝： 29，301，100円 枠連： 14，094，100円
馬連： 49，825，200円 馬単： 23，831，300円 ワイド： 31，007，200円
3連複： 64，737，900円 3連単： 77，453，500円 計： 308，887，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 230円 � 220円 枠 連（3－4） 1，730円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 4，480円

ワ イ ド �� 700円 �� 730円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 4，930円 3 連 単 ��� 25，310円

票 数

単勝票数 計 186372 的中 � 28613（2番人気）
複勝票数 計 293011 的中 � 40912（3番人気）� 31087（5番人気）� 34512（4番人気）
枠連票数 計 140941 的中 （3－4） 6291（8番人気）
馬連票数 計 498252 的中 �� 17793（9番人気）
馬単票数 計 238313 的中 �� 3983（19番人気）
ワイド票数 計 310072 的中 �� 11602（8番人気）�� 11004（9番人気）�� 7389（12番人気）
3連複票数 計 647379 的中 ��� 9836（16番人気）
3連単票数 計 774535 的中 ��� 2218（80番人気）

ハロンタイム 13．0―12．4―13．9―13．9―12．9―12．5―12．8―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．4―39．3―53．2―1：06．1―1：18．6―1：31．4―1：44．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

オワゾードール �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．9．10 中山5着

2015．3．4生 牡3鹿 母 パラダイスバード 母母 サイレントハピネス 6戦1勝 賞金 7，750，000円

第３回 中山競馬 第６日



09063 4月8日 晴 良 （30中山3）第6日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時55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

611 ホウオウジャッジ 牡3鹿 56
53 ▲木幡 育也小笹 芳央氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 468 ―1：13．2 4．5�

36 クレバージェット 牡3栗 56 江田 照男田畑 利彦氏 牧 光二 浦河 高昭牧場 516 ― 〃 アタマ 9．6�
815 タイセイゴーディー 牡3黒鹿56 松岡 正海田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 大塚牧場 B464± 01：13．4� 3．7�
816 ユ メ イ チ ズ 牡3栗 56 内田 博幸上田 忠男氏 浅野洋一郎 新ひだか 中田 浩美 478－ 21：13．82� 5．1�
612 アテンコール 牡3鹿 56 酒井 学齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 446－ 6 〃 クビ 31．1�
48 ブロンドキュート 牝3栗 54 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 前野牧場 B454－ 21：14．22� 14．9	
713 スリーミニオン 牡3栗 56 長岡 禎仁永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B468＋ 81：14．73 21．2

23 トーセンシャーク 牡3栗 56 津村 明秀島川 �哉氏 田中 博康 日高 有限会社 エ

スティファーム 450 ―1：14．8� 130．0�
714 ロマンスガッサン 牝3黒鹿54 三浦 皇成西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 八木 明広 486－ 21：15．01	 7．2
35 クリノクノイチ 牝3黒鹿54 松田 大作栗本 博晴氏 本間 忍 日高 日西牧場 464－ 41：15．1クビ 86．2�
24 ウッドカービング 
3黒鹿56 武士沢友治�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム B482－ 61：15．73� 233．1�
11 ペルランドール 牡3鹿 56 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 462－ 21：15．91	 7．9�
510 サンタフェサン 牡3鹿 56 菱田 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 様似 中村 勝則 458－ 41：16．32� 280．0�
12 ラングドック 牡3黒鹿56 伊藤 工真新木 鈴子氏 加藤 和宏 日高 ナカノファーム B444－ 51：16．83 116．3�
47 マイネルグリージョ 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 競優牧場 B476－ 2 〃 クビ 52．6�
59 � ハ ナ オ ウ ギ 牝3鹿 54 国分 優作�ヒダカファーム和田 雄二 米 Taihei

Stud Farm 418－ 21：17．22� 403．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，587，100円 複勝： 38，753，400円 枠連： 18，528，000円
馬連： 63，743，200円 馬単： 28，512，900円 ワイド： 39，153，800円
3連複： 86，396，800円 3連単： 103，605，800円 計： 404，281，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 320円 � 140円 枠 連（3－6） 2，410円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 4，490円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 550円 �� 990円

3 連 複 ��� 3，920円 3 連 単 ��� 20，150円

票 数

単勝票数 計 255871 的中 � 44864（2番人気）
複勝票数 計 387534 的中 � 55615（3番人気）� 24385（6番人気）� 85199（1番人気）
枠連票数 計 185280 的中 （3－6） 5949（10番人気）
馬連票数 計 637432 的中 �� 17198（11番人気）
馬単票数 計 285129 的中 �� 4762（15番人気）
ワイド票数 計 391538 的中 �� 8145（17番人気）�� 19070（4番人気）�� 9995（11番人気）
3連複票数 計 863968 的中 ��� 16513（10番人気）
3連単票数 計1036058 的中 ��� 3727（55番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．5―12．9―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．2―47．1―59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F39．0
3 2，5－（1，13，15）（11，12）16（14，6）8（10，3）－（4，9）－7 4 ・（2，5）15，12（1，13）（11，16）（14，6）8－（10，3）－4，9－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ホウオウジャッジ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Gilded Time 初出走

2015．2．16生 牡3鹿 母 フサイチジェット 母母 Long Distance 1戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コハルチャン号・ミストラル号

09064 4月8日 晴 良 （30中山3）第6日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時25分 （芝・右）

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

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

818 クイーングラス 牝3鹿 54
52 △武藤 雅遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480 ―2：02．5 2．9�
612 レッドラフェスタ 牝3栗 54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 尾関 知人 新ひだか 乾 皆雄 424－202：02．6� 6．1�
36 エバーミランダ 牝3鹿 54 松田 大作宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 408－162：02．81� 29．2�
12 コロンバスデイ 牝3鹿 54 内田 博幸 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 458－ 22：03．22� 11．1�
23 プリマドンナ 牝3黒鹿54 三浦 皇成近藤 英子氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 420＋ 4 〃 クビ 5．5	
47 ペイシャゲイン 牝3黒鹿54 蛯名 正義北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 472± 02：03．3� 4．8

816 キスオンザグリーン 牝3鹿 54 北村 宏司髙嶋 祐子氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 434 ―2：03．4クビ 79．7�
510 ホウオウサマンサ 牝3栗 54 横山 和生小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 448－ 82：03．5� 498．5�
713 ブライトロージー 牝3栗 54 菱田 裕二吉田 千津氏 林 徹 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 ハナ 39．2
611 モカチョウサン 牝3栗 54 松岡 正海�チョウサン 中舘 英二 平取 坂東牧場 422－ 2 〃 クビ 73．1�
11 ハピネスメーカー 牝3鹿 54 国分 優作 �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 430＋ 82：03．6� 36．6�
714 ウィキッドアイズ 牝3芦 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B476＋ 62：04．02� 7．3�
48 サヴォアフェール 牝3鹿 54 酒井 学青山 洋一氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 422＋ 82：04．21 367．9�
715 アヴォーリオ 牝3栗 54 長岡 禎仁�ターフ・スポート畠山 吉宏 新ひだか 鳥谷 勝彦 448 ―2：04．52 426．8�
24 クイーンズムーヴ 牝3鹿 54 柴田 大知ゴドルフィン 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476 ―2：04．6� 79．1�
59 ハローティアラ 牝3黒鹿54 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 浦河 富塚ファーム 458－122：05．23� 221．0�
817 シ ャ コ ッ ク 牝3栗 54 太宰 啓介新井原 博氏 伊藤 正徳 日高 中前牧場 432－ 82：06．26 733．8�
35 サンキャスパー 牝3黒鹿54 西村 太一 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 新冠 石郷岡 雅樹 B462－ 42：07．37 535．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，655，200円 複勝： 42，701，500円 枠連： 14，183，300円
馬連： 63，931，300円 馬単： 29，050，700円 ワイド： 37，252，900円
3連複： 82，661，100円 3連単： 97，629，500円 計： 400，065，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 180円 � 210円 � 600円 枠 連（6－8） 1，120円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 590円 �� 2，080円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 7，610円 3 連 単 ��� 24，930円

票 数

単勝票数 計 326552 的中 � 87235（1番人気）
複勝票数 計 427015 的中 � 75057（3番人気）� 55219（4番人気）� 14352（8番人気）
枠連票数 計 141833 的中 （6－8） 9809（3番人気）
馬連票数 計 639313 的中 �� 38299（5番人気）
馬単票数 計 290507 的中 �� 10791（3番人気）
ワイド票数 計 372529 的中 �� 17294（6番人気）�� 4447（23番人気）�� 5467（18番人気）
3連複票数 計 826611 的中 ��� 8138（24番人気）
3連単票数 計 976295 的中 ��� 2839（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―36．8―49．2―1：01．9―1：14．3―1：26．7―1：38．6―1：50．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

クイーングラス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2015．5．3生 牝3鹿 母 パイクスピーク 母母 アルヴァーダ 1戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ミコフラッシュ号



09065 4月8日 晴 良 （30中山3）第6日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時15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 1，025，000
1，025，000

円
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

48 シセイヒテン 牡3青 56 伊藤 工真猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ
ファーム 446± 01：35．7 3．1�

12 シャープスティーン 牝3栗 54 三浦 皇成林 正道氏 武井 亮 新ひだか 服部 牧場 448－ 4 〃 クビ 4．3�
59 ニシノゲンセキ 牡3黒鹿 56

54 △武藤 雅西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 清水ファーム 488＋101：36．02 4．5�
612 マイネルテンプス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 4 〃 同着 23．1�
36 リビングマイライフ 牝3鹿 54 蛯名 正義�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 81：36．42� 7．3�
47 シルフィウム 牡3黒鹿56 内田 博幸 	シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋101：36．5� 33．8

815 ブルーハワイアン 牝3栗 54 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 448－121：36．71 161．0�
35 カッパツハッチ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也	ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 460＋ 4 〃 クビ 8．9�
11 ココリモアナ 牝3鹿 54 杉原 誠人美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 438－18 〃 アタマ 218．1
24 ロイヤルバースデー 牡3栗 56 横山 和生松井 晴彦氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 482－ 2 〃 ハナ 39．9�
23 イントリーグ 牝3黒鹿54 酒井 学ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434 ―1：36．8� 214．3�
611 スーパーノーマル 牝3黒鹿54 北村 宏司山住 勲氏 伊藤 大士 安平 追分ファーム 486 ― 〃 ハナ 19．7�
714 ヘ ー ゼ ル 牝3青鹿54 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新ひだか キヨタケ牧場 450＋121：37．01 182．4�
510 メジャードリーム 牝3鹿 54 津村 明秀田畑 憲士氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 490＋ 21：37．1� 21．9�
816 タイムスリップ 牝3栗 54 菱田 裕二佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 472 ―1：39．5大差 53．9�
713 パットサイテ 牝3芦 54 岩部 純二坂田 行夫氏 伊藤 正徳 茨城 栗山 道郎 468－ 81：39．6� 748．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，792，700円 複勝： 42，895，200円 枠連： 17，921，400円
馬連： 70，390，000円 馬単： 31，609，400円 ワイド： 40，796，100円
3連複： 88，829，600円 3連単： 109，954，000円 計： 433，188，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 110円 � 120円 �
�

120円
250円 枠 連（1－4） 550円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 190円 ��
��

210円
490円

��
��

240円
590円

3 連 複 ���
���

480円
1，760円 3 連 単 ���

���
2，080円
6，820円

票 数

単勝票数 計 307927 的中 � 79426（1番人気）
複勝票数 計 428952 的中 �

�
94463
18853

（1番人気）
（7番人気）

� 75636（2番人気）� 74410（3番人気）

枠連票数 計 179214 的中 （1－4） 25244（1番人気）
馬連票数 計 703900 的中 �� 82165（1番人気）
馬単票数 計 316094 的中 �� 17437（2番人気）
ワイド票数 計 407961 的中 ��

��
38107
26789

（1番人気）
（3番人気）

��
��

32006
8752
（2番人気）
（13番人気）

�� 10888（11番人気）

3連複票数 計 888296 的中 ��� 73562（1番人気）��� 17679（12番人気）
3連単票数 計1099540 的中 ��� 19340（2番人気）��� 5767（37番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．8―12．2―12．5―11．8―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．0―48．2―1：00．7―1：12．5―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―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

シセイヒテン �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．2．3 東京2着

2015．3．28生 牡3青 母 シセイカグヤ 母母 シーヴィーナス 4戦1勝 賞金 10，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 オレンジヒロイン号・シャドウラーテル号・ビスタペルフェッタ号

09066 4月8日 晴 良 （30中山3）第6日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時45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
1：48．5
1：47．8

重
重

712 マイネルサリューエ 牡3栗 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新冠 秋田牧場 496± 01：55．0 25．9�

23 マイネルアンファン 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 新冠 ビッグレッドファーム B490＋ 41：55．1� 23．4�

610 シャイニーロケット 牡3鹿 56 三浦 皇成小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 450－ 41：55．31� 7．7�
35 コスモロブロイ 牡3青鹿56 菱田 裕二岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 B518－ 81：55．4� 65．6�
34 � スウィングビート 牡3鹿 56 内田 博幸 �社台レースホース加藤 征弘 米 Shadai Farm 482＋ 2 〃 クビ 1．8	
815 トーセンヴィータ 牡3青鹿56 北村 宏司島川 
哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 532＋ 21：55．5クビ 10．7�
58 ヤマタケパンチ 牡3青鹿56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 高野牧場 484± 01：56．03 233．2�
713 ロージズキング 牡3栗 56 田中 勝春鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B506＋ 2 〃 ハナ 16．2
59 サンダーラム 牡3鹿 56 横山 和生 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 帰山 清貴 500－ 81：56．74 548．3�
611� アメリカンファクト 牡3栗 56

54 △武藤 雅吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B486＋ 21：57．12� 9．7�
814� ジャスパーウィン 牡3栗 56 江田 照男加藤 和夫氏 森 秀行 米 Spendthrift

Farm LLC 502－ 41：57．52� 15．4�
46 ミラクルブラッド 牝3鹿 54 津村 明秀芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B432－ 21：57．81	 7．4�
47 ノアダイヤモンド 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 460± 0 〃 アタマ 365．3�
11 ディーズフェイク 牝3青鹿54 蛯名 正義秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 456－ 21：58．22� 173．9�
22 カレイドスコープ 牝3鹿 54 国分 優作�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 本桐牧場 462＋ 41：58．94 176．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，462，600円 複勝： 71，011，700円 枠連： 17，790，200円
馬連： 70，332，200円 馬単： 35，253，300円 ワイド： 42，063，300円
3連複： 91，127，700円 3連単： 131，698，000円 計： 490，739，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，590円 複 勝 � 890円 � 980円 � 400円 枠 連（2－7） 9，270円

馬 連 �� 14，440円 馬 単 �� 37，770円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 2，360円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 44，200円 3 連 単 ��� 396，180円

票 数

単勝票数 計 314626 的中 � 9706（9番人気）
複勝票数 計 710117 的中 � 20273（8番人気）� 18305（9番人気）� 51584（3番人気）
枠連票数 計 177902 的中 （2－7） 1487（19番人気）
馬連票数 計 703322 的中 �� 3774（35番人気）
馬単票数 計 352533 的中 �� 700（76番人気）
ワイド票数 計 420633 的中 �� 3705（34番人気）�� 4615（26番人気）�� 3485（35番人気）
3連複票数 計 911277 的中 ��� 1546（93番人気）
3連単票数 計1316980 的中 ��� 241（635番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―13．0―13．1―12．7―12．5―12．7―13．0―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．2―50．3―1：03．0―1：15．5―1：28．2―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．5
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルサリューエ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エーピーダンサー デビュー 2017．6．11 東京9着

2015．4．12生 牡3栗 母 エーピーサルート 母母 エーエージェント 9戦2勝 賞金 20，000，000円
〔制裁〕 スウィングビート号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※ジャスパーウィン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09067 4月8日 晴 良 （30中山3）第6日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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
1：08．7
1：08．7

重
重

612 レアドロップ 牝5芦 55 内田 博幸岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 470＋ 21：12．0 2．5�
816 シャンパンサーベル 牝6黒鹿55 三浦 皇成田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 488－ 21：12．1� 3．4�
611 グローリアスクロワ 牝5栗 55 柴田 大知日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 456－ 41：12．2クビ 35．3�
510 プラントアゲン 牝6黒鹿55 酒井 学浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 富田 恭司 470＋ 21：12．41 43．9�
47 オンリートゥモロー 牝4青鹿55 北村 宏司池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 464＋ 81：12．72 5．5�
12 ヤマイチジャスティ 牝5鹿 55 田中 勝春菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 482＋ 4 〃 ハナ 5．6�
35 スリーミネルバ 牝4黒鹿55 長岡 禎仁永井商事	 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 444－ 41：12．8� 70．6

23 リリーグランツ 牝6鹿 55

52 ▲木幡 育也 	Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B462＋10 〃 クビ 38．4�

713� プリンセスライン 牝4栗 55 菱田 裕二加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 426＋ 4 〃 アタマ 227．3�
48 テンプルツリー 牝5鹿 55 江田 照男山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 454－ 41：13．01	 22．4
11 � クオリティスタート 牝4栗 55 西村 太一菅野 守雄氏 尾形 和幸 平取 坂東牧場 502＋ 61：13．21 56．1�
714 ア ー ガ マ 牝4鹿 55 横山 和生外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 446－ 41：13．62� 104．3�
36 ナイアガラモンロー 牝6鹿 55 武士沢友治塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 
川 啓一 526＋201：13．92 65．8�
815� ユウギリジョウ 牝4黒鹿 55

53 △武藤 雅河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 442＋ 81：14．75 36．7�
24 メランコリア 牝6栗 55 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 488＋ 6 （競走中止） 145．3�

（15頭）
59 エ ル ヴ ス 牝4栗 55 蛯名 正義岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 村上牧場 464－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 31，370，900円 複勝： 40，309，400円 枠連： 19，101，900円
馬連： 72，369，500円 馬単： 35，070，900円 ワイド： 44，957，800円
3連複： 91，287，700円 3連単： 123，076，300円 計： 457，544，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 140円 � 530円 枠 連（6－8） 410円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，400円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 4，450円 3 連 単 ��� 15，500円

票 数

単勝票数 差引計 313709（返還計 1300） 的中 � 96996（1番人気）
複勝票数 差引計 403094（返還計 4173） 的中 � 111358（1番人気）� 78295（2番人気）� 11884（8番人気）
枠連票数 差引計 191019（返還計 124） 的中 （6－8） 35685（1番人気）
馬連票数 差引計 723695（返還計 10058） 的中 �� 129258（1番人気）
馬単票数 差引計 350709（返還計 5731） 的中 �� 33888（1番人気）
ワイド票数 差引計 449578（返還計 7351） 的中 �� 68826（1番人気）�� 7160（13番人気）�� 6305（17番人気）
3連複票数 差引計 912877（返還計 22834） 的中 ��� 15352（11番人気）
3連単票数 差引計1230763（返還計 29702） 的中 ��� 5756（37番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．5―12．3―12．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．1―46．4―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レアドロップ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 エーピーダンサー デビュー 2015．7．18 福島2着

2013．3．14生 牝5芦 母 エーピーサルート 母母 エーエージェント 27戦3勝 賞金 47，775，000円
〔競走除外〕 エルヴス号は，馬場入場時に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔競走中止〕 メランコリア号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症し，3コーナーで騎手が落馬したため競走中止。

09068 4月8日 晴 良 （30中山3）第6日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時45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� マイネルストラトス 牡4黒鹿57 田中 勝春杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 492＋ 21：55．5 5．2�
57 モウカッテル 牡5鹿 57 江田 照男田中 邦彦氏 森 秀行 日高 沖田牧場 468＋ 4 〃 アタマ 69．1�
45 ハルカノテソーロ 牡4鹿 57 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 服部 健太郎 518± 01：55．81� 4．7�
33 ポルトドレーヴ �5鹿 57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 462－ 21：56．54 8．0�
22 ジャストヒーロー 牡4黒鹿57 菱田 裕二密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 B456＋ 21：56．71	 77．8�
711 リ ア リ ス ト 牡5鹿 57 松田 大作吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム B476－ 21：56．8� 3．1	
11 � ウイントリニティー 牡4鹿 57 松岡 正海�ウイン 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 486－101：57．12 26．9

68 レッドクライム 牡4栗 57 内田 博幸 �東京ホースレーシング 田中 博康 新冠 新冠橋本牧場 468－ 4 〃 ハナ 12．0�
710� マ ハ ロ 牡4鹿 57 津村 明秀 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム 492± 01：57．2クビ 9．8�
69 � オ ヒ ナ サ マ 牝4栗 55 横山 和生 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 小野瀬 竜馬 478－ 81：57．41	 196．5
56 � チェリートリトン 牡4芦 57

55 △武藤 雅櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 476－ 31：58．14 7．0�
44 � コパノリクエスト 牡5鹿 57 柴田 大知小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 566－ 41：59．16 188．5�
813 アルティジャーノ �5鹿 57

54 ▲木幡 育也渡邉 顕三氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 446± 01：59．73
 265．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 34，102，500円 複勝： 43，877，200円 枠連： 17，804，300円
馬連： 82，784，500円 馬単： 37，715，200円 ワイド： 45，415，500円
3連複： 98，022，500円 3連単： 137，929，200円 計： 497，650，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 930円 � 190円 枠 連（5－8） 2，110円

馬 連 �� 22，870円 馬 単 �� 35，620円

ワ イ ド �� 4，470円 �� 670円 �� 4，180円

3 連 複 ��� 30，860円 3 連 単 ��� 234，730円

票 数

単勝票数 計 341025 的中 � 51793（3番人気）
複勝票数 計 438772 的中 � 56973（3番人気）� 9476（9番人気）� 69246（2番人気）
枠連票数 計 178043 的中 （5－8） 6513（9番人気）
馬連票数 計 827845 的中 �� 2805（35番人気）
馬単票数 計 377152 的中 �� 794（66番人気）
ワイド票数 計 454155 的中 �� 2526（34番人気）�� 18545（7番人気）�� 2707（33番人気）
3連複票数 計 980225 的中 ��� 2382（67番人気）
3連単票数 計1379292 的中 ��� 426（446番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．5―13．0―12．9―12．8―13．2―13．5―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．4―49．4―1：02．3―1：15．1―1：28．3―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�マイネルストラトス �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ブライアンズタイム

2014．3．22生 牡4黒鹿 母 ヒラボクビジン 母母 オリジナルスピン 10戦1勝 賞金 12，000，000円
初出走 JRA ［他本会外：7戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時50分に変更。



09069 4月8日 晴 良 （30中山3）第6日 第9競走 ��1，800�デ イ ジ ー 賞
発走14時15分 （芝・右）

牝，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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

89 ク リ ッ パ ー 牝3青鹿54 津村 明秀吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 444－101：49．6 2．0�
55 ダノングレース 牝3鹿 54 三浦 皇成�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 414－ 4 〃 アタマ 9．0�
88 ラ ン リ ー ナ 牝3芦 54 長岡 禎仁由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元道牧場 458－121：49．81� 131．2�
77 ジョブックコメン 牝3黒鹿54 菱田 裕二�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 416－ 41：49．9クビ 10．0�
22 エアシンフォニー 牝3鹿 54 松岡 正海 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 456－ 41：50．11� 4．3�
44 � ハ ナ ザ カ リ 牝3黒鹿54 江田 照男岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田牧場 476± 0 〃 アタマ 19．7	
66 ローザフェリーチェ 牝3青鹿54 内田 博幸 
サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 クビ 5．1�
33 ジョリルミエール 牝3鹿 54 北村 宏司後藤 英成氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 424± 01：50．2� 119．8�
11 リープフラウミルヒ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 416＋ 41：50．3� 18．9
（9頭）

売 得 金
単勝： 38，364，400円 複勝： 46，970，400円 枠連： 12，232，200円
馬連： 78，529，500円 馬単： 47，166，900円 ワイド： 42，127，600円
3連複： 89，546，400円 3連単： 239，161，100円 計： 594，098，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 240円 � 1，790円 枠 連（5－8） 970円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 450円 �� 2，800円 �� 8，150円

3 連 複 ��� 19，260円 3 連 単 ��� 49，050円

票 数

単勝票数 計 383644 的中 � 151193（1番人気）
複勝票数 計 469704 的中 � 197776（1番人気）� 37136（5番人気）� 3600（9番人気）
枠連票数 計 122322 的中 （5－8） 9750（4番人気）
馬連票数 計 785295 的中 �� 63679（4番人気）
馬単票数 計 471669 的中 �� 29756（5番人気）
ワイド票数 計 421276 的中 �� 26671（5番人気）�� 3690（23番人気）�� 1247（32番人気）
3連複票数 計 895464 的中 ��� 3487（43番人気）
3連単票数 計2391611 的中 ��� 3535（134番人気）

ハロンタイム 13．0―12．4―12．5―12．7―12．1―11．6―11．6―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．4―37．9―50．6―1：02．7―1：14．3―1：25．9―1：37．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ク リ ッ パ ー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Freud デビュー 2017．9．23 中山2着

2015．4．26生 牝3青鹿 母 クイックリトルミス 母母 Swift Girl 4戦2勝 賞金 19，338，000円

09070 4月8日 晴 良 （30中山3）第6日 第10競走 ��
��1，600�

す み だ が わ

隅 田 川 特 別
発走14時50分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，29．4．8以降30．4．1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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

78 ベストリゾート 牡4鹿 54 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：35．0 3．9�
11 エメラルスター 牡4黒鹿56 津村 明秀高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 454＋ 61：35．1� 2．3�
89 � エアシーラン 牡6黒鹿51 酒井 学村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 498± 01：35．2クビ 41．4�
77 ス カ ル バ ン 牡4鹿 55 三浦 皇成�KTレーシング 武井 亮 新冠 パカパカ

ファーム 504＋ 61：35．3� 3．1�
33 � レッドアフレイム 牡6鹿 53 内田 博幸 �東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 430－ 8 〃 ハナ 20．7�
810� キングカーティス 牡6鹿 53 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 日高 オリオンファーム 456－121：35．4	 21．0	
55 ジ ャ ッ キ ー 牡4栗 54 柴田 大知小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 488± 0 〃 クビ 14．5

66 � ホワイトソニック 牡4芦 53 田中 勝春島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 454＋ 21：35．71� 41．4�
44 スパーブデイ 牡7鹿 52 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 532± 0 〃 ハナ 38．4
22 ストーミング 牡7栗 54 長岡 禎仁栗坂 崇氏 柄崎 孝 浦河 中神牧場 496＋ 41：36．97 65．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，721，200円 複勝： 33，423，100円 枠連： 23，673，300円
馬連： 85，869，600円 馬単： 48，549，400円 ワイド： 44，475，300円
3連複： 110，765，200円 3連単： 234，964，600円 計： 615，441，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 110円 � 390円 枠 連（1－7） 180円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，400円 �� 950円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 14，080円

票 数

単勝票数 計 337212 的中 � 67836（3番人気）
複勝票数 計 334231 的中 � 52446（3番人気）� 116251（1番人気）� 12973（7番人気）
枠連票数 計 236733 的中 （1－7） 98026（1番人気）
馬連票数 計 858696 的中 �� 136986（2番人気）
馬単票数 計 485494 的中 �� 34317（4番人気）
ワイド票数 計 444753 的中 �� 60110（2番人気）�� 7138（19番人気）�� 10761（11番人気）
3連複票数 計1107652 的中 ��� 24871（12番人気）
3連単票数 計2349646 的中 ��� 12092（40番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―11．6―11．6―12．0―11．7―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―24．8―36．4―48．0―1：00．0―1：11．7―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ベストリゾート �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．9．25 中山2着

2014．4．7生 牡4鹿 母 ガラディナー 母母 ディナータイム 14戦3勝 賞金 45，709，000円
※レッドアフレイム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

１レース目



09071 4月8日 晴 良 （30中山3）第6日 第11競走 ��
��1，200�

しゅんらい

春雷ステークス
発走15時30分 （芝・右・外）
4歳以上，29．4．8以降30．4．1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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

24 ペイシャフェリシタ 牝5黒鹿53 三浦 皇成北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 490＋ 21：07．4 4．1�
816 セカンドテーブル 牡6栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 484＋ 2 〃 アタマ 13．0�
59 ディバインコード 牡4鹿 55 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 500－ 21：07．61� 4．8�
12 アレスバローズ 牡6黒鹿54 津村 明秀猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 494－101：07．7� 12．1�
815 レジーナフォルテ 牝4黒鹿52 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 500＋ 6 〃 クビ 13．4�
36 マイネルバールマン 牡4芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新ひだか 藤沢牧場 524－ 41：07．8クビ 24．6	
23 ビップライブリー 牡5栗 56 太宰 啓介鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 460－ 6 〃 アタマ 6．6

510 アクティブミノル 牡6黒鹿56 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B494＋ 21：08．01� 6．4�
47 ショウナンアチーヴ 牡7黒鹿54 江田 照男国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B492－ 4 〃 クビ 158．7�
35 スマートカルロス 牡6鹿 54 田中 勝春大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 472－12 〃 アタマ 33．5
611 アドマイヤゴッド 牡6鹿 54 内田 博幸近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B494－ 21：08．21� 21．9�
714 フミノムーン 牡6栗 55 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 450－ 4 〃 クビ 14．7�
11 	 アペルトゥーラ 牡7栗 56 松田 大作 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 81：08．3� 74．9�
612 ウインソワレ 牝6鹿 52 菱田 裕二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 460－221：08．4� 28．6�
48 コスモドーム 牡7鹿 54 松岡 正海 �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 510－ 6 〃 ハナ 66．2�
713 ユキノアイオロス 
10鹿 53 武士沢友治井上 基之氏 林 徹 新ひだか フジワラフアーム 490＋ 21：08．5� 72．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，208，800円 複勝： 98，672，800円 枠連： 72，797，600円
馬連： 283，254，500円 馬単： 103，475，800円 ワイド： 123，631，800円
3連複： 395，241，900円 3連単： 520，103，200円 計： 1，667，386，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 340円 � 190円 枠 連（2－8） 840円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 5，010円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 510円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 4，550円 3 連 単 ��� 26，050円

票 数

単勝票数 計 702088 的中 � 134402（1番人気）
複勝票数 計 986728 的中 � 172121（1番人気）� 62385（7番人気）� 141184（2番人気）
枠連票数 計 727976 的中 （2－8） 66922（2番人気）
馬連票数 計2832545 的中 �� 71891（11番人気）
馬単票数 計1034758 的中 �� 15471（17番人気）
ワイド票数 計1236318 的中 �� 26258（12番人気）�� 65856（1番人気）�� 30269（8番人気）
3連複票数 計3952419 的中 ��� 65084（8番人気）
3連単票数 計5201032 的中 ��� 14473（56番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―10．9―11．3―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―32．9―44．2―55．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．5
3 10，16－12（4，15）（6，9）（3，11）－（1，2）（7，8）（5，13）14 4 ・（10，16）－12（4，15）（3，6，9）11，2（1，8）（5，7，13）14

勝馬の
紹 介

ペイシャフェリシタ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2015．8．1 札幌7着

2013．3．10生 牝5黒鹿 母 プレザントケイプ 母母 Felicity 19戦6勝 賞金 112，622，000円
〔騎手変更〕 アドマイヤゴッド号の騎手蛯名正義は，第7競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アイライン号・アリンナ号・オウノミチ号・オールインワン号・サイモントルナーレ号・タイセイスターリー号・

タイムトリップ号

09072 4月8日 晴 良 （30中山3）第6日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

816 ビービーサレンダー 牡5鹿 57
55 △武藤 雅�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 500± 01：11．3 6．0�

714 ペイシャバラード 牝5黒鹿55 長岡 禎仁北所 直人氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 452－ 21：11．83 27．3�
612 ダイワスキャンプ �6鹿 57

54 ▲木幡 育也大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 422－16 〃 ハナ 185．6�
815 デピュティプライム �5栗 57 内田 博幸丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 482－ 2 〃 アタマ 5．1�
24 マ リ エ ラ 牡5鹿 57 酒井 学栗山 良子氏 	島 一歩 日高 新井 昭二 528－121：11．9
 23．1�
48 ノーフィアー 牡4栗 57 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 500＋101：12．0クビ 2．7	
12 ローレルジャック 牡5黒鹿57 柴田 大知 
ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 492＋ 2 〃 クビ 20．8�
713 アースヴィグラス 牝4鹿 55 横山 和生松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 456－ 41：12．1クビ 59．1�
611 ノーモアゲーム 牡5鹿 57 岩部 純二内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 480± 01：12．2� 23．3
36 � ウインバローラス 牡6鹿 57 菱田 裕二
ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 B484－ 8 〃 クビ 22．5�
510 コパノビジン 牝5鹿 55 松岡 正海小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 B474＋ 61：12．3クビ 23．0�
59 アイアムキャツアイ 牝4黒鹿55 田中 勝春堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 438＋ 21：12．4
 7．8�
47 トモジャポルックス 牡5芦 57 津村 明秀吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田中 裕之 482－ 2 〃 クビ 64．9�
11 メイショウカイモン �7鹿 57 北村 宏司松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 本巣 敦 476－ 41：12．5
 112．5�
23 ワシントンレガシー 牝4芦 55 三浦 皇成吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム B466＋ 21：12．6クビ 10．3�
35 キョウエイスコール 牡5栗 57 国分 優作田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 498＋ 21：13．02� 187．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，714，000円 複勝： 87，005，300円 枠連： 51，847，200円
馬連： 188，814，800円 馬単： 73，184，400円 ワイド： 104，058，400円
3連複： 261，280，600円 3連単： 345，097，600円 計： 1，176，002，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 230円 � 740円 � 3，260円 枠 連（7－8） 2，000円

馬 連 �� 6，070円 馬 単 �� 9，120円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 15，440円 �� 27，550円

3 連 複 ��� 256，490円 3 連 単 ��� 1，004，800円

票 数

単勝票数 計 647140 的中 � 85253（3番人気）
複勝票数 計 870053 的中 � 124906（2番人気）� 28660（11番人気）� 5942（16番人気）
枠連票数 計 518472 的中 （7－8） 20022（7番人気）
馬連票数 計1888148 的中 �� 24082（20番人気）
馬単票数 計 731844 的中 �� 6017（31番人気）
ワイド票数 計1040584 的中 �� 13631（21番人気）�� 1722（87番人気）�� 963（105番人気）
3連複票数 計2612806 的中 ��� 764（333番人気）
3連単票数 計3450976 的中 ��� 249（1577番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．4―12．1―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．0―46．1―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビービーサレンダー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2015．7．11 函館3着

2013．5．24生 牡5鹿 母 ビービーバーニング 母母 ラブチューン 23戦4勝 賞金 53，720，000円
〔騎手変更〕 アイアムキャツアイ号の騎手蛯名正義は，第7競走での落馬負傷のため田中勝春に変更。
〔制裁〕 ペイシャバラード号の騎手長岡禎仁は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サルタート号・セイウンストリーム号・フジノパンサー号
（非抽選馬） 1頭 ミスパイロ号

４レース目



（30中山3）第6日 4月8日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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
厩務員出走奨励金

201，320，000円
17，620，000円
1，210，000円
22，210，000円
71，799，000円
4，576，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
430，703，400円
605，040，700円
292，874，000円
1，156，533，600円
519，020，700円
620，781，800円
1，526，286，500円
2，216，422，300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 7，367，663，000円

総入場人員 26，163名 （有料入場人員 20，337名）
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