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09061 4月7日 曇 良 （31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

815 ナムラアイアイサー 牡3栗 56 菅原 隆一奈村 睦弘氏 武市 康男 浦河 中島牧場 472＋ 61：12．4 2．1�
510 ラディアント 牡3鹿 56 田中 勝春�Basic 小野 次郎 新ひだか 小倉 光博 508＋ 41：12．5� 16．0�
611 フロントライン 牡3栗 56

53 ▲大塚 海渡 �シルクレーシング 小笠 倫弘 浦河 大西ファーム 496－ 41：12．92� 3．8�
48 ラ キ ウ ラ 牡3黒鹿56 柴田 大知�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 460± 01：13．0� 7．2�
713 キンショーヘイロー 牡3鹿 56 内田 博幸礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 幸 牧場 476－10 〃 ハナ 49．3	
36 レッドアデニウム 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅 �東京ホースレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 532－ 21：13．53 10．9

12 デュアリティ 牝3鹿 54 柴山 雄一中西 宏彰氏 高橋 義博 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 488± 01：13．81� 174．4�
11 スズカキッド 牡3栗 56 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 宮内牧場 B456± 01：14．22� 228．1�
47 ロンリーウェイ 牡3青鹿56 嘉藤 貴行小原準一郎氏 田島 俊明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 478＋ 61：14．41 7．8
714 ケ イ ス タ ー 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良桑野 克己氏 杉浦 宏昭 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 460＋ 4 〃 クビ 48．8�

59 ジョグジャカルタ 牡3青鹿 56
54 △野中悠太郎丸山 担氏 小島 茂之 日高 宝寄山 忠則 456± 01：14．5クビ 48．2�

612 ア ブ シ ン ス 牝3栗 54 中谷 雄太芹澤 精一氏 田中 清隆 様似 山口 幸雄 456－ 2 〃 クビ 366．3�
816 シャインオンアテナ 牝3黒鹿54 石川裕紀人芳賀 滿男氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 412－ 6 〃 ハナ 72．6�
24 リネンエイコウ 牝3栗 54 高倉 稜戸山 光男氏 加藤 和宏 日高 沖田牧場 430－ 81：15．13� 160．1�
23 ブラックアマゾン 牡3青 56 江田 照男長谷川兼美氏 本間 忍 浦河 谷口牧場 458－ 41：15．3� 88．3�
35 ゼネラルスターク 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �ジェネラルレーシング 伊藤 伸一 新冠 レジェンドファーム 472＋101：15．93� 257．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，445，500円 複勝： 30，936，400円 枠連： 12，779，900円
馬連： 51，550，600円 馬単： 27，508，400円 ワイド： 36，387，300円
3連複： 75，852，100円 3連単： 97，791，500円 計： 356，251，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 410円 � 160円 枠 連（5－8） 1，110円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 670円 �� 260円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 13，510円

票 数

単勝票数 計 234455 的中 � 86542（1番人気）
複勝票数 計 309364 的中 � 103607（1番人気）� 11985（6番人気）� 44484（3番人気）
枠連票数 計 127799 的中 （5－8） 8872（4番人気）
馬連票数 計 515506 的中 �� 24019（6番人気）
馬単票数 計 275084 的中 �� 9351（8番人気）
ワイド票数 計 363873 的中 �� 13149（9番人気）�� 40836（2番人気）�� 6047（14番人気）
3連複票数 計 758521 的中 ��� 20474（9番人気）
3連単票数 計 977915 的中 ��� 5244（39番人気）

ハロンタイム 11．8―11．0―11．5―11．8―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．8―34．3―46．1―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラアイアイサー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2018．12．22 中山9着

2016．6．8生 牡3栗 母 ナムラドロシー 母母 バ ー ハ レ ン 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ナムラアイアイサー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔3走成績による出走制限〕 ゼネラルスターク号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月7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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キタノローズ号・マリノリヴィエール号
（非抽選馬） 3頭 アイアンゾーン号・タイセイアルディ号・ハニーディスタフ号

09062 4月7日 曇 良 （31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

56 アルデエンブレム 牡3栗 56 国分 優作中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 476－ 81：57．3 56．0�
812 ナムラガンマン 牡3栗 56 武士沢友治奈村 信重氏 稲垣 幸雄 様似 林 時春 466＋ 21：57．4� 4．9�
711 ブレーヴユニコーン 牡3青鹿56 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：57．5� 1．8�
11 	 ドーバーテソーロ 牡3黒鹿56 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 米 Chadds Ford
Stable, LLC 488 ― 〃 ハナ 6．5�

45 ゴ ー 牡3鹿 56 松岡 正海グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 496± 01：57．92� 7．6�
69 	 モントカイザー 
3黒鹿 56

53 ▲菅原 明良岡田 牧雄氏 尾形 和幸 英 Mrs D. du
Feu 466± 01：58．0クビ 49．2	

44 ヤマタケフリーダム 牡3黒鹿56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 B458－ 61：58．1� 20．2

22 ミエノカムカム 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅里見美惠子氏 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 448± 01：58．31� 62．6�
68 アイルビーザスター 牡3栗 56 江田 照男岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 478± 01：58．72� 16．1�
813 トーセンコモドール 牡3鹿 56 宮崎 北斗島川 哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 474－ 62：00．29 38．1�
710 エムオーマックス 牡3栗 56

54 △野中悠太郎大浅 貢氏 古賀 慎明 日高 Wing Farm 504－ 42：00．84 202．8�
57 ヤマニンスパツィオ 牡3鹿 56 柴田 大知土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 446 ―2：01．86 106．3�
33 ヴ ァ イ ル 牝3黒鹿54 高倉 稜山本 律氏 高柳 大輔 新冠 新冠橋本牧場 470－ 42：03．28 296．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，837，300円 複勝： 48，280，200円 枠連： 12，215，600円
馬連： 47，670，800円 馬単： 30，861，500円 ワイド： 35，580，900円
3連複： 67，391，400円 3連単： 103，907，300円 計： 371，745，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，600円 複 勝 � 630円 � 130円 � 110円 枠 連（5－8） 7，520円

馬 連 �� 9，600円 馬 単 �� 37，750円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 1，120円 �� 190円

3 連 複 ��� 3，450円 3 連 単 ��� 67，320円

票 数

単勝票数 計 258373 的中 � 3686（9番人気）
複勝票数 計 482802 的中 � 7609（9番人気）� 72144（2番人気）� 244920（1番人気）
枠連票数 計 122156 的中 （5－8） 1258（15番人気）
馬連票数 計 476708 的中 �� 3847（20番人気）
馬単票数 計 308615 的中 �� 613（58番人気）
ワイド票数 計 355809 的中 �� 4517（19番人気）�� 6929（14番人気）�� 62293（1番人気）
3連複票数 計 673914 的中 ��� 14623（10番人気）
3連単票数 計1039073 的中 ��� 1119（163番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―14．1―13．5―12．6―12．7―12．6―13．0―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―38．7―52．2―1：04．8―1：17．5―1：30．1―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

アルデエンブレム �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．8．5 新潟10着

2016．3．18生 牡3栗 母 コーラルチャイムズ 母母 ポ レ ン ト 7戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴァイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月7日まで平地競走に出

走できない。
※アルデエンブレム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第３回 中山競馬 第６日



09063 4月7日 晴 良 （31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

12 ダディフィンガー 牡3鹿 56 柴田 善臣野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 496± 01：12．8 4．8�
11 ジョイナイト 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 492± 0 〃 クビ 7．7�
36 コマノゼニト 牡3鹿 56 内田 博幸長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B468＋ 41：12．9� 1．9�
510 イッツザファースト 牡3芦 56 田辺 裕信飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B472－101：13．0クビ 7．4�
611 カーテンジュエル 牝3栗 54 吉田 豊木村 直人氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 418＋ 41：13．42� 14．4�
713 ホームチーム 牡3青鹿56 柴山 雄一窪田 康志氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 474 ―1：13．93 13．4�
59 フォワードプッシュ 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎鈴木 正浩氏 伊藤 大士 新ひだか 静内フジカワ牧場 446± 01：14．21� 57．4	
48 ク ツ ワ ヒ メ 牝3栗 54 国分 優作芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 438－ 4 〃 アタマ 234．3

24 モンサンスペラーレ 牡3鹿 56 江田 照男山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B460－ 41：14．73 20．7�
815 シゲルトパーズ 牝3鹿 54 石川裕紀人森中 蕃氏 中野 栄治 新冠 大林ファーム 398－121：15．12� 84．2�
816 シ ロ ボ シ 牡3黒鹿56 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 沖田牧場 452－ 21：15．2� 248．3
47 コルシカフレーバー 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 422＋ 81：15．41� 105．9�
714 デルマシャイヨー 牝3青 54 高倉 稜浅沼 廣幸氏 的場 均 新ひだか 萩澤 泰博 436＋141：16．14 213．6�
612 マ ッ シ ロ 牝3芦 54 西村 太一佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 422＋ 21：16．31� 239．8�
23 ジ ェ メ ナ イ 牡3鹿 56 宮崎 北斗平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 418 ―1：17．04 214．2�
35 ジ ギ ー ベ イ 牝3青 54 原田 和真加藤 徹氏 小桧山 悟 新冠 大狩部牧場 474 ―1：21．3大差 170．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，158，100円 複勝： 39，645，500円 枠連： 13，459，400円
馬連： 47，751，500円 馬単： 30，634，100円 ワイド： 32，787，900円
3連複： 65，906，400円 3連単： 102，030，300円 計： 359，373，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 140円 � 170円 � 110円 枠 連（1－1） 1，890円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 450円 �� 170円 �� 300円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 7，120円

票 数

単勝票数 計 271581 的中 � 44347（2番人気）
複勝票数 計 396455 的中 � 50270（2番人気）� 35294（4番人気）� 187028（1番人気）
枠連票数 計 134594 的中 （1－1） 5504（7番人気）
馬連票数 計 477515 的中 �� 18799（8番人気）
馬単票数 計 306341 的中 �� 7088（11番人気）
ワイド票数 計 327879 的中 �� 15368（6番人気）�� 61178（1番人気）�� 26097（3番人気）
3連複票数 計 659064 的中 ��� 72274（2番人気）
3連単票数 計1020303 的中 ��� 10387（20番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―12．4―12．5―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．3―46．7―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダディフィンガー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．6．16 東京15着

2016．4．20生 牡3鹿 母 スマイルゲート 母母 シ ー セ モ ア 7戦1勝 賞金 6，750，000円
〔発走状況〕 ジェメナイ号・ジギーベイ号は，発進不良〔出遅れ〕。

マッシロ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジェメナイ号・ジギーベイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月7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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ルナフラッシュ号
（非抽選馬） 4頭 カシノラウト号・セイウンメラビリア号・フェアリースキップ号・ペイシャパシャ号

09064 4月7日 晴 良 （31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

23 エ レ ベ ル 牝3鹿 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 408－ 62：01．1 7．7�
34 グロリアーナ 牝3鹿 54

51 ▲大塚 海渡 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 498－102：01．31� 4．6�
712 ブライティアセルバ 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 430－ 22：01．4� 3．8�
22 ネ ガ イ 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 464－ 62：01．61 5．6�
11 ナンヨーミカヅキ 牝3栗 54 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 384＋ 22：01．7� 29．4�
35 モッシュピット 牝3鹿 54 松岡 正海	G1レーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464－ 42：02．12� 13．7

47 アナザークイーン 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 42：02．2� 23．8�
611 アキノコマチ 牝3鹿 54 江田 照男穐吉 正孝氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 426± 0 〃 クビ 8．7�
610 ココリアッピア 牝3黒鹿54 内田 博幸美﨑光二郎氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 444＋ 42：02．3� 16．9
59 オ ー レ ア 牝3栗 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 62：02．62 144．6�
815 エリーグローリー 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良谷川 正純氏 高橋 文雅 新ひだか 三木田 明仁 460± 02：02．7クビ 257．5�
814 アレクサンドレッタ 牝3鹿 54 柴山 雄一根岸 朋弘氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 472＋ 6 〃 アタマ 93．2�
713 エ ス デ ス 牝3鹿 54 石川裕紀人田原 邦男氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 440＋ 82：03．12� 7．9�
46 アウトストリップ 牝3青 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 矢野 英一 新冠 松木 加代 434－ 42：03．31� 275．3�

（14頭）
58 ヤマニンスマイリー 牝3栗 54 武士沢友治土井 肇氏 稲垣 幸雄 新冠 錦岡牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，775，700円 複勝： 44，764，600円 枠連： 18，113，200円
馬連： 62，042，600円 馬単： 29，276，200円 ワイド： 43，201，500円
3連複： 83，447，000円 3連単： 100，313，500円 計： 409，934，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 240円 � 180円 � 140円 枠 連（2－3） 600円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 750円 �� 690円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 22，070円

票 数

単勝票数 計 287757 的中 � 29654（4番人気）
複勝票数 計 447646 的中 � 39539（6番人気）� 60578（2番人気）� 100399（1番人気）
枠連票数 計 181132 的中 （2－3） 23354（3番人気）
馬連票数 計 620426 的中 �� 24414（7番人気）
馬単票数 計 292762 的中 �� 5849（13番人気）
ワイド票数 計 432015 的中 �� 14299（8番人気）�� 15795（6番人気）�� 26288（3番人気）
3連複票数 計 834470 的中 ��� 21411（7番人気）
3連単票数 計1003135 的中 ��� 3294（69番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．8―12．4―12．5―11．8―11．8―11．7―12．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．7―49．1―1：01．6―1：13．4―1：25．2―1：36．9―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．9
1
3
9，12（6，4，13）（1，5）（3，11）（2，10）15，7，14・（9，12）13（6，4）5，1（3，11）（2，10）－（14，15）－7

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

勝馬の
紹 介

エ レ ベ ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smart Strike デビュー 2018．12．8 中山7着

2016．3．27生 牝3鹿 母 オ ン ヴ ェ ラ 母母 Karmifira 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 ヤマニンスマイリー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。



09065 4月7日 晴 良 （31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 1，300，000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

36 グランツリヒター 牡3黒鹿 56
55 ☆武藤 雅 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 日高 タバタファーム 490＋ 21：34．8 5．1�
11 コスモエスパーダ 牡3青 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 静内酒井牧場 468± 01：35．11� 3．5�
816 レディオスカル 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ディアレスト

クラブ 440－ 21：35．31� 186．5�
48 ロードストライク 牡3栗 56

54 △野中悠太郎 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 472 ―1：35．4	 8．9�
612 ファンシーラン 牝3鹿 54 江田 照男岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 420± 0 〃 クビ 18．1	
35 ニシノプレジール 牝3鹿 54 石川裕紀人西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 408－101：35．5クビ 4．1

24 ピュアデボーション 牝3鹿 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 4 〃 アタマ 48．1�
714 アイコニック 牝3鹿 54 松岡 正海合同会社雅苑興業 稲垣 幸雄 浦河 三嶋牧場 444 ― 〃 クビ 28．6�
815 サトノルミナス 牝3黒鹿54 柴山 雄一 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 464± 01：35．6	 8．4
713 カウムディー 牝3黒鹿54 吉田 豊加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 462＋ 4 〃 クビ 8．6�
59 リ ン ラ ン 牝3栗 54 中谷 雄太 �社台レースホース竹内 正洋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 4 〃 アタマ 51．4�
12 プ ロ ー ス 牡3栗 56 武士沢友治ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 464 ―1：35．81 155．4�
47 フローラルティアラ 牝3黒鹿54 国分 優作村井 良孝氏 水野 貴広 日高 新井 昭二 460 ―1：36．22	 54．5�
611 テンフライト 牝3鹿 54 西村 太一天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 402－ 41：36．4� 258．6�
510 モンスタープリンス 牡3鹿 56 内田 博幸ホースアディクト杉浦 宏昭 日高 広中 稔 496 ―1：37．57 48．6�
23 ヒ バ ナ 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 426± 01：37．6� 124．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，355，000円 複勝： 41，439，000円 枠連： 19，503，000円
馬連： 62，590，400円 馬単： 29，720，100円 ワイド： 42，260，900円
3連複： 82，120，900円 3連単： 101，944，500円 計： 409，933，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 170円 � 3，110円 枠 連（1－3） 380円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 370円 �� 12，270円 �� 7，480円

3 連 複 ��� 29，210円 3 連 単 ��� 134，380円

票 数

単勝票数 計 303550 的中 � 46913（3番人気）
複勝票数 計 414390 的中 � 63413（3番人気）� 76307（2番人気）� 2393（13番人気）
枠連票数 計 195030 的中 （1－3） 39324（1番人気）
馬連票数 計 625904 的中 �� 53569（2番人気）
馬単票数 計 297201 的中 �� 11381（5番人気）
ワイド票数 計 422609 的中 �� 33749（2番人気）�� 819（63番人気）�� 1349（52番人気）
3連複票数 計 821209 的中 ��� 2108（73番人気）
3連単票数 計1019445 的中 ��� 550（354番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．6―47．8―59．9―1：11．3―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9

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

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

勝馬の
紹 介

グランツリヒター �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Alwuhush デビュー 2019．1．6 中山9着

2016．5．23生 牡3黒鹿 母 マンデルーシュ 母母 Mandelauge 3戦1勝 賞金 6，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ゴールドアックス号・ショウナンバニラ号・スマイルワールド号・ポルーニン号・ラヴィングウェイ号・

ローブドゥネージュ号

09066 4月7日 晴 良 （31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

814� イッツリット 牡3栗 56 柴山 雄一�ノースヒルズ 和田正一郎 米
Betz, Burns, Mag-
ers, CoCo Equine
& Terra Racing

476－ 21：54．9 7．7�
813 グリニッジシチー 牡3栗 56 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新冠 カミイスタット 482＋ 21：55．32� 22．0�
33 アルカイクスマイル 牝3青鹿 54

51 ▲菅原 明良�梅田牧場 高木 登 浦河 梅田牧場 528＋ 81：55．4クビ 4．6�
34 キ ュ リ オ ス 牡3栗 56

54 △野中悠太郎中村 祐子氏 中舘 英二 新ひだか カタオカステーブル 468＋ 41：55．61	 53．0�
712 シールドヴォルト 牡3鹿 56 国分 優作飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 450＋ 4 〃 ハナ 27．1	
58 アルマスティング 牡3栗 56 吉田 豊コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 小島牧場 492＋ 21：55．7
 113．6

22 ポートロイヤル 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 478－ 61：55．8クビ 3．0�
46 ハ ツ セ 牝3鹿 54 柴田 善臣林 弘之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 480＋ 21：55．9� 120．6�
711 クリスタロス 牡3黒鹿56 田辺 裕信吉田 照哉氏 大江原 哲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 4 〃 ハナ 6．4
45 シュバルツバルト 牡3青鹿56 西村 太一村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 492－ 41：56．32� 63．3�
69 セイヴァリアント 牡3黒鹿56 江田 照男金田 成基氏 中川 公成 日高 本間牧場 480－10 〃 クビ 16．3�
610 キ ュ ア ン 牡3鹿 56 中谷 雄太松谷 翔太氏 林 徹 千歳 社台ファーム 504－ 41：57．04 43．4�
11 タマモジャイブ 牝3鹿 54 内田 博幸タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 502＋ 21：57．1� 5．5�
57 � コスモロビンソン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 米 Champion

Equine, LLC 502± 02：10．9大差 38．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 34，149，300円 複勝： 53，388，100円 枠連： 16，849，900円
馬連： 71，183，800円 馬単： 33，181，600円 ワイド： 51，009，200円
3連複： 100，227，000円 3連単： 125，204，900円 計： 485，193，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 290円 � 670円 � 200円 枠 連（8－8） 4，830円

馬 連 �� 4，700円 馬 単 �� 9，560円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 1，110円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 19，490円 3 連 単 ��� 131，360円

票 数

単勝票数 計 341493 的中 � 35276（5番人気）
複勝票数 計 533881 的中 � 48797（5番人気）� 17399（8番人気）� 80667（2番人気）
枠連票数 計 168499 的中 （8－8） 2702（17番人気）
馬連票数 計 711838 的中 �� 11717（17番人気）
馬単票数 計 331816 的中 �� 2601（35番人気）
ワイド票数 計 510092 的中 �� 8277（17番人気）�� 12125（10番人気）�� 4871（26番人気）
3連複票数 計1002270 的中 ��� 3856（54番人気）
3連単票数 計1252049 的中 ��� 691（356番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．7―49．7―1：02．9―1：15．4―1：28．4―1：41．5

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

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

勝馬の
紹 介

�イッツリット �
�
父 Animal Kingdom �

�
母父 Whywhywhy デビュー 2018．10．20 東京6着

2016．5．16生 牡3栗 母 Why Katherine 母母 Include Katherine 5戦2勝 賞金 13，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモロビンソン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月7日まで平地競

走に出走できない。



09067 4月7日 晴 良 （31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

35 フレッシビレ 牝4栗 55 田辺 裕信�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 502－ 81：12．3 8．8�
36 モリトシラユリ 牝5芦 55 内田 博幸石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 496＋ 41：12．4� 5．6�
714 アースヴィグラス 牝5鹿 55 柴田 善臣松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 470－ 41：12．71� 10．7�
816 ア ポ ロ ア ミ 牝4鹿 55

53 △野中悠太郎アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 456＋ 4 〃 クビ 3．6�
47 ルーチェソラーレ 牝4芦 55 石川裕紀人岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 478－ 4 〃 ハナ 6．3�
611 スマートアムール 牝5栗 55 武士沢友治大川 徹氏 粕谷 昌央 浦河 杵臼牧場 462± 01：12．8クビ 91．2	
713 ラブユーミー 牝5鹿 55 嘉藤 貴行増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 498－ 81：13．01� 84．7

59 ジュブリーユ 牝5芦 55 江田 照男岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 B490－ 61：13．32 23．0�
48 � マ リ ー ツ ァ 牝4鹿 55 松岡 正海鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 松田牧場 478＋10 〃 ハナ 108．0�
12 マローネメタリコ 牝4栗 55 柴山 雄一柏瀬金之介氏 萩原 清 新ひだか ウエスタンファーム 518± 01：13．5� 3．6
23 ロ ブ ラ リ ア 牝4栗 55 吉田 豊ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 466± 01：13．6� 68．9�
24 シャンパンサーベル 牝7黒鹿 55

54 ☆武藤 雅田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 480－ 4 〃 クビ 23．4�
510� ファーベライト 牝4黒鹿55 中谷 雄太髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 472－ 21：13．91� 64．7�
612 サンマルミヤビ 牝4青鹿 55

52 ▲亀田 温心相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 416－201：14．0� 239．0�

815 ストライクショット 牝6鹿 55 西村 太一�イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 506－ 41：14．1クビ 126．7�
11 � フジジェットレディ 牝4栗 55

52 ▲菅原 明良�フジレーシング 根本 康広 むかわ 桑原牧場 418＋ 81：14．95 309．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，624，000円 複勝： 47，958，800円 枠連： 21，707，500円
馬連： 78，995，300円 馬単： 36，725，400円 ワイド： 51，228，200円
3連複： 101，618，200円 3連単： 129，820，600円 計： 505，678，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 250円 � 210円 � 380円 枠 連（3－3） 2，500円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，370円 �� 950円

3 連 複 ��� 5，760円 3 連 単 ��� 32，720円

票 数

単勝票数 計 376240 的中 � 33910（5番人気）
複勝票数 計 479588 的中 � 51346（5番人気）� 66230（3番人気）� 28881（6番人気）
枠連票数 計 217075 的中 （3－3） 6719（13番人気）
馬連票数 計 789953 的中 �� 30362（9番人気）
馬単票数 計 367254 的中 �� 6372（17番人気）
ワイド票数 計 512282 的中 �� 19836（7番人気）�� 9312（20番人気）�� 13775（15番人気）
3連複票数 計1016182 的中 ��� 13219（20番人気）
3連単票数 計1298206 的中 ��� 2876（122番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―12．0―12．5―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．8―47．3―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フレッシビレ �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．10．15 東京8着

2015．5．6生 牝4栗 母 デ ラ モ ー レ 母母 ベラミアモーレ 16戦2勝 賞金 20，150，000円
〔発走状況〕 ロブラリア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ロブラリア号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レッドアマポーラ号

09068 4月7日 晴 良 （31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

22 グロンフォール 牡4鹿 57 内田 博幸 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 572－ 41：54．6 2．8�
55 タイキダイヤモンド 牡5青鹿 57

54 ▲菅原 明良�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 474－ 2 〃 アタマ 2．2�

811 スズノアリュール 牡4鹿 57 武士沢友治新木 鈴子氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 478－ 41：55．23� 11．3�
44 レ ア バ ー ド 牡4鹿 57 田中 勝春田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 534－ 21：56．05 15．4�
33 ゴールドパッション 牡4栗 57 松岡 正海居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 520＋ 21：56．42� 6．9�
810� ブレイブウォリアー 牡5青鹿57 原田 和真谷口 祐人氏 小桧山 悟 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 2 〃 ハナ 147．7	
66 フィールブリーズ 牡6鹿 57 柴山 雄一水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 土田農場 530－121：56．5� 40．7

67 キョウワスピネル 牡4栗 57

56 ☆武藤 雅�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 504－ 81：56．92� 76．0�
79 プロトスター 牡4栗 57 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム B484－ 41：57．1� 10．6�
11 � セブンレジェンド 牡5黒鹿 57

55 △野中悠太郎橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか タイヘイ牧場 516± 01：57．41� 47．7
78 ヤマタケパンチ 牡4青鹿57 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 高野牧場 494－101：57．72 188．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，896，100円 複勝： 35，585，800円 枠連： 14，331，800円
馬連： 66，493，500円 馬単： 35，637，100円 ワイド： 36，778，900円
3連複： 78，020，600円 3連単： 147，905，700円 計： 447，649，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 110円 � 160円 枠 連（2－5） 300円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 170円 �� 420円 �� 360円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 2，590円

票 数

単勝票数 計 328961 的中 � 91568（2番人気）
複勝票数 計 355858 的中 � 74633（2番人気）� 122197（1番人気）� 38255（4番人気）
枠連票数 計 143318 的中 （2－5） 36090（1番人気）
馬連票数 計 664935 的中 �� 175692（1番人気）
馬単票数 計 356371 的中 �� 45217（1番人気）
ワイド票数 計 367789 的中 �� 68266（1番人気）�� 19379（5番人気）�� 22760（4番人気）
3連複票数 計 780206 的中 ��� 74908（2番人気）
3連単票数 計1479057 的中 ��� 41402（4番人気）

ハロンタイム 12．9―12．6―13．5―13．3―12．0―12．2―12．5―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．5―39．0―52．3―1：04．3―1：16．5―1：29．0―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グロンフォール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Congaree デビュー 2018．1．21 中山1着

2015．2．26生 牡4鹿 母 キラーグレイシス 母母 Heatherdoesntbluff 7戦2勝 賞金 20，550，000円
〔制裁〕 グロンフォール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。



09069 4月7日 晴 良 （31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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

33 アイリスフィール 牝3鹿 54 石川裕紀人�杵臼牧場 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 432－ 61：48．3 2．6�
44 エ ピ ロ ー グ 牝3鹿 54 柴田 大知藤田 好紀氏 小崎 憲 新ひだか 前田ファーム 452± 01：48．4� 14．0�
77 ミモザイエロー 牝3栗 54 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 450± 01：48．5� 5．2�
55 グレイスアン 牝3鹿 54 武藤 雅 TURFレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 474－121：49．03 4．3�
89 ランペドゥーザ 牝3栗 54 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 472＋ 21：49．1� 8．4	
11 クィーンユニバンス 牝3鹿 54 田辺 裕信亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 500± 01：49．2� 9．5

66 シトラスノキセキ 牝3鹿 54 西村 太一加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 430－ 61：49．3クビ 28．2�
78 イルジオーネ 牝3鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 486－ 61：49．4� 35．0�
810 ゲンパチカナ 牝3鹿 54 野中悠太郎平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか チャンピオンズファーム 446＋ 6 〃 アタマ 123．4
22 シーオブザムーン 牝3青鹿54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：50．14 12．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，219，100円 複勝： 50，026，800円 枠連： 15，719，400円
馬連： 94，976，500円 馬単： 46，126，600円 ワイド： 50，530，600円
3連複： 108，078，900円 3連単： 186，810，500円 計： 594，488，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 350円 � 180円 枠 連（3－4） 2，300円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 820円 �� 390円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 16，200円

票 数

単勝票数 計 422191 的中 � 128822（1番人気）
複勝票数 計 500268 的中 � 128639（1番人気）� 27066（7番人気）� 69285（3番人気）
枠連票数 計 157194 的中 （3－4） 5278（12番人気）
馬連票数 計 949765 的中 �� 28972（12番人気）
馬単票数 計 461266 的中 �� 8462（17番人気）
ワイド票数 計 505306 的中 �� 15268（12番人気）�� 35908（2番人気）�� 14245（13番人気）
3連複票数 計1080789 的中 ��� 28629（8番人気）
3連単票数 計1868105 的中 ��� 8358（56番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―12．1―12．5―12．2―12．0―11．3―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―37．2―49．7―1：01．9―1：13．9―1：25．2―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイリスフィール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．2．17 東京1着

2016．4．17生 牝3鹿 母 シルクアイリス 母母 タガノアイリス 3戦2勝 賞金 16，245，000円

09070 4月7日 晴 良 （31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，30．4．7以降31．3．31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
1：30．7
1：30．7

良
良

44 ソロフレーズ 牡4青鹿55 江田 照男ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482± 01：33．5 7．1�

57 � エ ミ ー リ オ 牡5鹿 54 田中 勝春加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 494± 0 〃 クビ 17．5�
33 アイスフィヨルド 牡4芦 56 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 446－ 21：33．71 2．9�
812 ナムラムツゴロー 牡4栗 53 �島 良太奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 480± 01：33．91	 15．5�
813 ワールドヘリテージ 牡4鹿 55 田辺 裕信谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 454－10 〃 アタマ 4．3�
710 ベストリゾート 牡5鹿 55 柴山 雄一保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484－12 〃 クビ 13．8�
711 スズカアーチスト 牝4黒鹿51 菅原 明良永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B470＋ 41：34．0
 80．7	
11 � エアシーラン 牡7黒鹿50 大塚 海渡村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 486－ 61：34．1
 58．9

56 ヴィータファン �6鹿 54 野中悠太郎猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 470－ 4 〃 クビ 12．8�
45 � シンボリタピット 牡7鹿 54 武藤 雅シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada B494＋ 41：34．2クビ 24．0�
69 ディアジラソル 牝4鹿 52 吉田 豊ディアレストクラブ 高橋 裕 新ひだか 土田農場 444＋ 41：34．41
 18．9�
68 ユメノマイホーム 牝7栗 50 伊藤 工真�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 468＋ 21：34．5
 83．8�
22 ミッキーボニータ 牡4鹿 55 松岡 正海野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 460± 01：34．71	 7．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，330，000円 複勝： 50，785，800円 枠連： 26，761，900円
馬連： 116，157，800円 馬単： 49，572，900円 ワイド： 62，349，500円
3連複： 148，734，400円 3連単： 206，343，100円 計： 698，035，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 190円 � 430円 � 150円 枠 連（4－5） 2，480円

馬 連 �� 5，860円 馬 単 �� 10，470円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 360円 �� 960円

3 連 複 ��� 3，680円 3 連 単 ��� 32，420円

票 数

単勝票数 計 373300 的中 � 41678（3番人気）
複勝票数 計 507858 的中 � 72614（3番人気）� 22883（9番人気）� 108174（1番人気）
枠連票数 計 267619 的中 （4－5） 8358（10番人気）
馬連票数 計1161578 的中 �� 15354（22番人気）
馬単票数 計 495729 的中 �� 3548（40番人気）
ワイド票数 計 623495 的中 �� 9058（22番人気）�� 49387（2番人気）�� 15905（10番人気）
3連複票数 計1487344 的中 ��� 30265（10番人気）
3連単票数 計2063431 的中 ��� 4613（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．3―46．8―58．5―1：10．3―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

ソロフレーズ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Pivotal デビュー 2017．10．28 東京12着

2015．5．13生 牡4青鹿 母 パラフレーズ 母母 Epitome 12戦3勝 賞金 36，886，000円

１レース目



09071 4月7日 晴 良 （31中山3）第6日 第11競走
ウインズ後楽園開設70周年記念

��
��1，200�

しゅんらい

春雷ステークス（Ｌ）
発走15時30分 （芝・右・外）
4歳以上，30．4．7以降31．3．31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 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

713 ビップライブリー 牡6栗 55 松岡 正海鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 466－ 61：07．7 15．4�
611 レジーナフォルテ 牝5黒鹿53 内田 博幸永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 494＋ 2 〃 クビ 4．3�
612 カイザーメランジェ 牡4鹿 54 江田 照男友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 470＋ 41：07．8� 13．7�
23 フミノムーン 牡7栗 54 国分 優作谷 迪氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 440－141：07．9� 62．0�
48 タイムトリップ 牡5黒鹿54 田辺 裕信中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 508＋ 4 〃 クビ 4．7�
815 キングハート 牡6鹿 56 中谷 雄太増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 494－ 21：08．0クビ 39．0�
510 オールインワン 牡6鹿 53 武士沢友治 	カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 浦河 笹島 政信 B488－10 〃 アタマ 43．8

714 メイソンジュニア 牡5鹿 54 田中 勝春 	カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 492－ 4 〃 クビ 17．4�
12 アルマエルナト �8栗 53 柴田 大知コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 474－ 4 〃 ハナ 11．4�
816 クインズサリナ 牝5黒鹿51 石川裕紀人亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 466＋ 41：08．1クビ 8．2
24 	 リョーノテソーロ 牡4鹿 54 武藤 雅了德寺健二ホール

ディングス	 武井 亮 米 Highland
Yard, LLC B512＋ 8 〃 アタマ 7．3�

47 ナインテイルズ 牡8栗 56 柴山 雄一岡田 牧雄氏 長谷川浩大 浦河 山田牧場 482＋ 41：08．2
 12．5�
35 キ ョ ウ ヘ イ 牡5鹿 55 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B446＋ 41：08．3クビ 18．4�
36 ベステンダンク 牡7栗 56 柴田 善臣市川義美ホール

ディングス	 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 510－10 〃 ハナ 17．6�
59 コスモドーム 牡8鹿 52 野中悠太郎 �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 500－ 6 〃 ハナ 137．5�
11 ユキノアイオロス �11鹿 51 菅原 隆一井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 21：08．51� 140．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，138，000円 複勝： 90，029，300円 枠連： 66，429，100円
馬連： 282，954，800円 馬単： 104，020，000円 ワイド： 138，357，600円
3連複： 423，992，500円 3連単： 509，993，300円 計： 1，686，914，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 390円 � 180円 � 390円 枠 連（6－7） 1，370円

馬 連 �� 4，330円 馬 単 �� 10，660円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 2，700円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 12，620円 3 連 単 ��� 94，170円

票 数

単勝票数 計 711380 的中 � 36731（8番人気）
複勝票数 計 900293 的中 � 53162（7番人気）� 166957（1番人気）� 53151（8番人気）
枠連票数 計 664291 的中 （6－7） 37433（5番人気）
馬連票数 計2829548 的中 �� 50528（18番人気）
馬単票数 計1040200 的中 �� 7315（48番人気）
ワイド票数 計1383576 的中 �� 27854（12番人気）�� 12878（38番人気）�� 34602（7番人気）
3連複票数 計4239925 的中 ��� 25183（41番人気）
3連単票数 計5099933 的中 ��� 3926（338番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―10．9―11．1―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―33．9―45．0―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．7―3F33．8
3 ・（11，13）（2，10，15）14（6，7，16）9（1，12）3，8（4，5） 4 11（13，15）（2，10，14）（7，9，16）6（1，12）3（4，8）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビップライブリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．2．14 京都1着

2013．3．12生 牡6栗 母 フローラルグリーン 母母 フローラルマジック 28戦6勝 賞金 182，468，000円
〔制裁〕 オールインワン号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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。
（非抽選馬） 5頭 コウエイタケル号・シベリアンスパーブ号・シャイニービーム号・タイセイプライド号・ライトフェアリー号

09072 4月7日 晴 良 （31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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815� リ モ ン デ ィ 牡5鹿 57
54 ▲大塚 海渡吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd 548＋ 41：11．3 9．8�
59 グッドヒューマー 牡5栗 57 宮崎 北斗ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 498－ 4 〃 クビ 3．6�
612 トラストロン 牝4黒鹿55 吉田 豊菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 452－ 21：11．51 32．7�
36 タイセイスペリオル 牡6鹿 57 柴山 雄一田中 成奉氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 468± 01：11．71	 22．0�
47 アルベルティーヌ 牝4黒鹿55 田辺 裕信村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 440－ 2 〃 ハナ 5．5�
24 � レヴァンテライオン 
5黒鹿57 国分 優作ライオンレースホース� 加藤士津八 米

Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

492＋ 81：11．91	 123．4	
510 アナザーバージョン 
8鹿 57

56 ☆武藤 雅 
サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B480＋ 2 〃 クビ 62．6�
35 メンデンホール 牝6黒鹿55 柴田 善臣ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 81：12．11	 109．3�
611 スーパーアキラ 牡4栗 57 江田 照男井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 506－ 41：12．2クビ 11．7
23 � グランティエラ 牡5鹿 57

55 △野中悠太郎 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 504± 0 〃 クビ 5．7�

713 ウサギノカケアシ 牡7芦 57
54 ▲菅原 明良桐谷 敏子氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 480－16 〃 ハナ 78．8�

714 グランドガール 牝5鹿 55
52 ▲亀田 温心林 千枝子氏 北出 成人 浦河 宮内牧場 468－ 81：12．3クビ 35．1�

12 ミ ス パ イ ロ 牝5黒鹿55 松岡 正海村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 490± 0 〃 クビ 9．6�
48 スリーミニオン 牡4栗 57 内田 博幸永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B470－ 8 〃 アタマ 53．7�
11 � ステラルーチェ 牡7栗 57 武士沢友治池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム B488＋ 21：12．93� 166．3�
816 ヤ サ シ サ 牝5鹿 55 柴田 大知佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 B504＋ 81：13．96 6．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，518，000円 複勝： 92，624，300円 枠連： 45，242，800円
馬連： 181，250，400円 馬単： 73，812，900円 ワイド： 107，922，500円
3連複： 259，610，600円 3連単： 346，654，300円 計： 1，177，635，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 380円 � 170円 � 870円 枠 連（5－8） 630円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 920円 �� 4，740円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 17，520円 3 連 単 ��� 77，040円

票 数

単勝票数 計 705180 的中 � 57427（6番人気）
複勝票数 計 926243 的中 � 58501（7番人気）� 178595（1番人気）� 22294（9番人気）
枠連票数 計 452428 的中 （5－8） 55117（1番人気）
馬連票数 計1812504 的中 �� 66988（8番人気）
馬単票数 計 738129 的中 �� 12202（18番人気）
ワイド票数 計1079225 的中 �� 31491（11番人気）�� 5691（43番人気）�� 14759（22番人気）
3連複票数 計2596106 的中 ��� 11110（54番人気）
3連単票数 計3466543 的中 ��� 3262（242番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．2―12．1―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．6―45．7―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リ モ ン デ ィ �
�
父 More Than Ready �

�
母父 Danehill デビュー 2016．12．3 中山8着

2014．9．13生 牡5鹿 母 Niagara Falls 母母 Bracken Bank 10戦4勝 賞金 35，250，000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 アルマユディト号・ゼットマックイーン号・ダイワスキャンプ号

４レース目



（31中山3）第6日 4月7日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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

206，170，000円
18，650，000円
1，320，000円
22，730，000円
69，926，500円
4，446，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
461，446，100円
625，464，600円
283，113，500円
1，163，618，000円
527，076，800円
688，395，000円
1，595，000，000円
2，158，719，500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 7，502，833，500円

総入場人員 27，092名 （有料入場人員 20，397名）
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