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09025 4月4日 曇 良 （27中山3）第3日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

714 ユ ウ ユ ウ 牝3栗 54 三浦 皇成中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム B454－ 21：12．7 3．1�
713 アンジェリー 牝3黒鹿54 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 452－161：13．02 5．1�
48 イ ク シ ア 牝3芦 54 北村 宏司 �シルクレーシング 栗田 徹 平取 坂東牧場 454＋ 41：13．1クビ 6．7�
612 メニーサンクス 牝3鹿 54 村田 一誠吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 456－ 6 〃 クビ 7．8�
36 カ ナ リ 牝3鹿 54 石橋 脩井上 一郎氏 伊藤 大士 浦河 日の出牧場 B478＋ 41：13．52� 16．9�
11 オーゴンマリア 牝3栗 54 蛯名 正義永田 清男氏 高木 登 新ひだか 小倉 光博 454－ 41：14．03 5．7	
12 ロイヤルアスカ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也�髙昭牧場 新開 幸一 浦河 高昭牧場 424－ 2 〃 クビ 93．7

816 トーセンバンビーナ 牝3栗 54 菅原 隆一島川 �哉氏 菅原 泰夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 480＋ 41：14．31� 121．7�
59 ゴールドマジック 牝3栗 54 木幡 初広居城 要氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 450 ―1：14．4� 66．3
24 ムーンライトバレエ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行伊東 純一氏 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 454± 01：14．61� 134．3�
510 ア テ イ ン 牝3栗 54 的場 勇人紙透 一雄氏 高橋 義博 日高 千葉飯田牧場 440－121：15．23� 255．2�
815 マザーファンネル 牝3黒鹿54 武士沢友治西山 茂行氏 古賀 史生 新冠 川上牧場 464 ―1：15．3� 10．1�
23 サンフェスティバル 牝3青鹿54 柴山 雄一山口 正行氏 尾形 和幸 浦河 大西牧場 448 ―1：15．62 52．3�
35 アルメニアンダンス 牝3鹿 54 柴田 大知�髙昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 460 ―1：15．7� 25．3�
611 キタノイチバンボシ 牝3芦 54

51 ▲野中悠太郎北所 直人氏 高橋 義博 新冠 村上 欽哉 462 ―1：16．97 86．2�
47 ドナムーチョ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太大内 景子氏 高木 登 日高 中原牧場 402 ―1：19．5大差 126．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，506，500円 複勝： 39，624，800円 枠連： 18，505，200円
馬連： 61，103，600円 馬単： 34，393，300円 ワイド： 32，105，700円
3連複： 77，987，100円 3連単： 108，395，300円 計： 396，621，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 180円 � 170円 枠 連（7－7） 730円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 290円 �� 320円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 6，650円

票 数

単勝票数 計 245065 的中 � 63210（1番人気）
複勝票数 計 396248 的中 � 96303（1番人気）� 50496（4番人気）� 52789（3番人気）
枠連票数 計 185052 的中 （7－7） 19506（3番人気）
馬連票数 計 611036 的中 �� 63980（2番人気）
馬単票数 計 343933 的中 �� 19201（2番人気）
ワイド票数 計 321057 的中 �� 30263（2番人気）�� 26805（3番人気）�� 9273（9番人気）
3連複票数 計 779871 的中 ��� 32700（3番人気）
3連単票数 計1083953 的中 ��� 11802（6番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．8―12．2―12．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―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4F49．9―3F38．1
3 ・（6，14）（1，13，12）（4，8，16）－2－5－10－（3，15）－11，9＝7 4 ・（6，14）13（1，12）4（8，16）2＝5－10（3，15）－（11，9）＝7

勝馬の
紹 介

ユ ウ ユ ウ �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 パントレセレブル デビュー 2014．8．9 新潟14着

2012．4．30生 牝3栗 母 レディアマポーラ 母母 カルメンジョオー 9戦1勝 賞金 9，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタノイチバンボシ号・ドナムーチョ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

5月4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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ネイチャーシュシュ号・ラストシンデレラ号・ワンダータイム号

09026 4月4日 曇 良 （27中山3）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

35 マイネルヴェッケン 牡3鹿 56 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 新ひだか 大平牧場 482－ 41：56．4 9．5�

816 キャプテンバローズ 牡3黒鹿56 吉田 隼人猪熊 広次氏 尾形 和幸 平取 稲原牧場 474＋ 41：56．72 5．0�
47 オブストラクション 牡3青鹿56 松岡 正海嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 澤田 嘉隆 524＋ 21：57．12� 16．3�
59 セイカアヴァンサ 牡3鹿 56 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 454＋ 6 〃 クビ 31．9�
510 ナムラレジェンド 牡3栗 56 嘉藤 貴行奈村 信重氏 岩戸 孝樹 日高 中前牧場 482± 01：57．2クビ 4．5�
815 スパークルゴールド 牡3鹿 56 丸田 恭介関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 436－ 21：57．51� 107．9	
713 ツェッペリン 牡3青鹿56 田中 勝春窪田 康志氏 高柳 瑞樹 浦河 浦河小林牧場 450± 01：57．71 8．8

36 デルマウンライマツ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也浅沼 廣幸氏 藤原 辰雄 えりも 能登 浩 434－ 21：58．12� 139．5�
48 ゼロレボルシオン 牡3鹿 56 内田 博幸広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 472－ 21：58．2� 4．4�
612 テイケイネクサス 牡3鹿 56 黛 弘人兼松 忠男氏 蛯名 利弘 浦河 中脇 満 442± 01：58．52 12．1
11 ジ ョ コ ー ソ 牡3芦 56 江田 照男伊達 敏明氏 中川 公成 日高 サンシャイン

牧場 B462－ 61：58．6クビ 102．3�
23 キ ジ ャ ナ 牡3黒鹿56 吉田 豊 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム 458± 01：58．91� 6．3�
611 マイティブロウ �3鹿 56

53 ▲石川裕紀人藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 川上牧場 454－ 22：00．6大差 99．2�
24 ダイヤルミナス 牡3青鹿56 大野 拓弥大野 數芳氏 松山 将樹 平取 北島牧場 506－ 62：00．7� 123．8�
714 ノ ア ブ ギ ー 牡3栗 56 西田雄一郎佐山 公男氏 天間 昭一 平取 原田 新治 472± 02：00．8クビ 385．0�
12 キングファスリエフ 牡3黒鹿56 丸山 元気後藤 英成氏 武市 康男 青森 太田ファーム 528 ―2：03．9大差 129．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，152，000円 複勝： 39，953，600円 枠連： 16，539，800円
馬連： 60，470，800円 馬単： 33，000，000円 ワイド： 33，725，200円
3連複： 78，383，100円 3連単： 102，137，500円 計： 387，362，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 260円 � 180円 � 410円 枠 連（3－8） 3，030円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 5，900円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，920円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 11，590円 3 連 単 ��� 66，770円

票 数

単勝票数 計 231520 的中 � 19403（6番人気）
複勝票数 計 399536 的中 � 38111（5番人気）� 68709（2番人気）� 21374（8番人気）
枠連票数 計 165398 的中 （3－8） 4228（16番人気）
馬連票数 計 604708 的中 �� 19378（12番人気）
馬単票数 計 330000 的中 �� 4193（32番人気）
ワイド票数 計 337252 的中 �� 10118（10番人気）�� 4441（26番人気）�� 5557（23番人気）
3連複票数 計 783831 的中 ��� 5069（50番人気）
3連単票数 計1021375 的中 ��� 1109（284番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．6―51．2―1：04．0―1：16．8―1：29．8―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルヴェッケン �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．8．9 新潟10着

2012．5．15生 牡3鹿 母 プロフュージョン 母母 ウエイアウト 5戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングファスリエフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月4日まで平地

競走に出走できない。

第３回 中山競馬 第３日



09027 4月4日 曇 良 （27中山3）第3日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815 ジェットコルサ 牡3青 56 戸崎 圭太尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 464＋ 21：12．4 2．3�
24 ヴ ァ ッ ハ ウ 牡3鹿 56 北村 宏司�ラ・メール 田村 康仁 新冠 赤石 久夫 478＋ 41：12．5� 3．8�
816 キスザスターズ 牡3鹿 56 横山 典弘 P.G．ファッジ氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 478－121：13．35 3．5�
35 セイウンアワード 牡3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 510－ 61：13．62 20．5�
36 ダンガンコゾウ 牡3栗 56 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 474± 0 〃 ハナ 10．5�
48 タマモヴィオーラ 牡3鹿 56 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 B470± 01：13．91� 44．1	
713 チャーミングウイン 牝3鹿 54 丸田 恭介
宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 平成ファーム 484－101：14．0� 191．4�
47 トーセンワルツ 牝3栗 54 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 508＋ 21：14．1クビ 396．7
510 センノレイダース 牡3鹿 56 石橋 脩浅野 正敏氏 柴田 政人 茨城 栗山 道郎 456－ 2 〃 ハナ 107．8�
714 トウショウチャート 牡3栗 56 柴田 大知トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか 鳥谷 勝彦 432－ 61：14．2クビ 30．2�
59 ブラウンルランシー 牝3鹿 54 丸山 元気キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 金石牧場 466－ 21：14．3� 133．7�
23 ミキノブシドウ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 本桐牧場 B484－ 81：15．04 251．2�
11 ディアルフト 牡3鹿 56 西田雄一郎ディアレスト 松永 康利 浦河 昭和牧場 484－ 61：15．21� 36．8�
611 ダイゴマサムネ 牡3栗 56 吉田 隼人長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 486＋ 21：15．51� 157．3�
12 ブラウンウィナー 牝3栗 54 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 496－101：15．92� 96．0�
612 ハワイアンアイ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人谷掛 龍夫氏 相沢 郁 新冠 富本 茂喜 440－ 41：18．7大差 242．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，649，400円 複勝： 53，657，300円 枠連： 23，617，300円
馬連： 72，547，500円 馬単： 48，864，300円 ワイド： 38，255，100円
3連複： 94，306，400円 3連単： 156，228，000円 計： 518，125，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（2－8） 270円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 160円 �� 220円 �� 360円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 2，220円

票 数

単勝票数 計 306494 的中 � 105759（1番人気）
複勝票数 計 536573 的中 � 212368（1番人気）� 100768（2番人気）� 71846（3番人気）
枠連票数 計 236173 的中 （2－8） 65631（1番人気）
馬連票数 計 725475 的中 �� 155790（1番人気）
馬単票数 計 488643 的中 �� 69996（1番人気）
ワイド票数 計 382551 的中 �� 70074（1番人気）�� 44569（2番人気）�� 21742（5番人気）
3連複票数 計 943064 的中 ��� 128606（1番人気）
3連単票数 計1562280 的中 ��� 50863（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．5―11．9―12．6―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．2―46．1―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェットコルサ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2014．6．22 函館4着

2012．3．31生 牡3青 母 フ ォ セ ッ ト 母母 ポンパドール 9戦1勝 賞金 14，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハワイアンアイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月4日まで平地競走

に出走できない。

09028 4月4日 曇 良 （27中山3）第3日 第4競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

34 � ショウナンアイ 牝3栗 54 北村 宏司国本 哲秀氏 奥村 武 米 Padua Sta-
bles, LLC 456－ 61：56．8 24．6�

610 クラウンシャイン 牡3栗 56 三浦 皇成�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 462＋ 41：57．22� 3．3�
712 ダイワエクシード 牡3栗 56 田辺 裕信大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 532－ 41：57．41	 14．8�
46 エメラルエナジー 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 482－ 21：57．93 7．9�
22 ディーエスレイザー 牡3青鹿56 横山 典弘秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 B490－ 81：58．0� 23．9�
23 � ミ ス エ リ カ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太荒牧 政美氏 手塚 貴久 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B502－ 21：58．32 2．1	
47 ブ リ ア ン ナ 牝3鹿 54 蛯名 正義中辻 明氏 武井 亮 浦河 岡部牧場 476－ 21：58．83 53．7

611 トゥルースナイト 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 462－ 41：59．12 274．3�
815 デピュートアゲン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 B482－ 21：59．63 45．5
11 ウインミラージュ 牡3栗 56 黛 弘人�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 442＋ 61：59．7� 78．8�
713 ウインアヴァンティ 牡3黒鹿56 大野 拓弥�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 2 〃 アタマ 198．0�
814 ゴールドストーリー 牡3栗 56 柴山 雄一居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 472－ 62：00．87 344．5�
35 アバオアクー 牡3鹿 56 田中 勝春外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 496－ 22：00．9� 7．3�
58 ロドリゴユッキ 牡3鹿 56 津村 明秀チームユッキレーシング 高市 圭二 新ひだか 筒井 征文 486－ 22：01．43 203．1�

（14頭）
59 マイネルライヒ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 井高牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，768，600円 複勝： 50，843，700円 枠連： 18，338，900円
馬連： 60，600，900円 馬単： 41，027，000円 ワイド： 33，748，200円
3連複： 73，485，700円 3連単： 132，990，200円 計： 439，803，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，460円 複 勝 � 640円 � 180円 � 360円 枠 連（3－6） 1，160円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 10，720円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 2，370円 �� 630円

3 連 複 ��� 10，250円 3 連 単 ��� 86，310円

票 数

単勝票数 差引計 287686（返還計 930） 的中 � 9319（7番人気）
複勝票数 差引計 508437（返還計 1121） 的中 � 17014（7番人気）� 94217（2番人気）� 33746（5番人気）
枠連票数 差引計 183389（返還計 10） 的中 （3－6） 12173（5番人気）
馬連票数 差引計 606009（返還計 7266） 的中 �� 14055（12番人気）
馬単票数 差引計 410270（返還計 3371） 的中 �� 2870（26番人気）
ワイド票数 差引計 337482（返還計 3081） 的中 �� 8589（11番人気）�� 3502（22番人気）�� 14461（7番人気）
3連複票数 差引計 734857（返還計 17030） 的中 ��� 5372（29番人気）
3連単票数 差引計1329902（返還計 24933） 的中 ��� 1117（199番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．5―39．7―53．9―1：06．0―1：18．5―1：31．0―1：43．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ショウナンアイ �
�
父 Northern Afleet �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．11．8 東京6着

2012．1．9生 牝3栗 母 Rhys 母母 Tina Bull 6戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 マイネルライヒ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。



09029 4月4日 曇 良 （27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

59 ロジダーリング 牡3鹿 56 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 洞�湖 レイクヴィラファーム B456－ 21：33．7 2．7�
23 ブレイクエース 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 41：33．91� 4．2�
48 コスモカンプ 牡3鹿 56 松岡 正海岡田 繁幸氏 奥平 雅士 新ひだか 鹿嶋牧場 B484＋ 2 〃 アタマ 16．7�
12 ダイワスキャンプ 牡3鹿 56 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 418－ 61：34．0クビ 11．5�
612 ロイヤルスピリッツ 牝3鹿 54 北村 宏司下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 484＋ 41：34．21	 7．7	
714 セ ル メ ー ル 牡3鹿 56 横山 典弘前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－ 2 〃 アタマ 5．5

47 コスモデレガンス 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 414＋ 21：34．41� 27．4�
36 コスモアルヘナ 牡3青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 470－ 41：34．5クビ 13．2�
713 ディアエスタード 牡3鹿 56 内田 博幸ディアレスト 松永 康利 浦河 松栄牧場 494＋ 61：34．6� 30．2
816 ハヤブサライデン 牡3鹿 56 江田 照男�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 476＋181：34．81	 71．0�
24 ペイシャランラン 牝3鹿 54 勝浦 正樹北所 直人氏 高橋 義博 様似 清水スタッド 416－14 〃 クビ 146．9�
35 エクセルワンダー 牡3栗 56 横山 和生谷川 正純氏 小野 次郎 新ひだか 稲葉牧場 434－ 81：35．22� 307．0�
611 タイセイプレシャス 牡3栗 56 吉田 隼人田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 464－ 21：35．62� 240．2�
11 サンマルバロン 
3栗 56 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 460－161：35．92 142．2�
815 ローエンナルビー 牡3黒鹿56 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 馬道 隆 442 ―1：37．39 283．7�
510 トラディショナル 牡3栗 56 武士沢友治西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター 442 ―1：37．61� 116．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，363，600円 複勝： 51，251，500円 枠連： 18，159，200円
馬連： 70，737，100円 馬単： 36，619，800円 ワイド： 39，782，800円
3連複： 86，724，900円 3連単： 125，207，200円 計： 458，846，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 150円 � 410円 枠 連（2－5） 640円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 340円 �� 740円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 11，240円

票 数

単勝票数 計 303636 的中 � 89321（1番人気）
複勝票数 計 512515 的中 � 130745（1番人気）� 90231（2番人気）� 21615（8番人気）
枠連票数 計 181592 的中 （2－5） 21815（2番人気）
馬連票数 計 707371 的中 �� 79597（1番人気）
馬単票数 計 366198 的中 �� 23098（2番人気）
ワイド票数 計 397828 的中 �� 32893（2番人気）�� 13378（7番人気）�� 7652（15番人気）
3連複票数 計 867249 的中 ��� 21314（9番人気）
3連単票数 計1252072 的中 ��� 8069（26番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．4―11．6―11．6―11．5―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．2―46．8―58．4―1：09．9―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロジダーリング �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．10．25 東京10着

2012．4．13生 牡3鹿 母 メジロアリエル 母母 メジロダーリング 6戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 コスモカンプ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成27年4月11日から平成27年4月

19日まで騎乗停止。（被害馬：16番）
エクセルワンダー号の騎手横山和生は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・1番）

09030 4月4日 曇 良 （27中山3）第3日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時00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 トーセンカナロア 牡3鹿 56 戸崎 圭太島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 470－ 22：01．6 1．9�
24 レッドアイヴァー 牡3栗 56 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 458－ 4 〃 クビ 15．0�
23 ブリエアヴェニール 牡3鹿 56 田辺 裕信岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか タイヘイ牧場 484－ 6 〃 アタマ 16．6�
11 アンギアーリ 牡3鹿 56 C．ルメール �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 488 ―2：01．7クビ 5．5	
36 レッドマジュール 牝3青鹿54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 410－ 62：01．8� 6．3

612 マコトギンスバーグ 牡3鹿 56 武士沢友治�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 448± 0 〃 クビ 17．9�
714 マイネルヘルック 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 ビッグレッドファーム B436－ 42：01．9クビ 79．2�
817 マイネルリアン 牡3黒鹿56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 青森 マルシチ牧場 498± 0 〃 クビ 157．3
47 ニシノインシュアラ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 川上牧場 B466－ 22：02．0	 155．8�
818 ウインブルーローズ 牡3鹿 56 内田 博幸�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 466－12 〃 クビ 46．5�
59 ネオアルカディア 牡3青鹿56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 484－102：02．1クビ 109．2�
510 バイタルフォース 牡3鹿 56 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514 ―2：02．2� 69．3�
12 カレイジルベルト 牡3鹿 56 江田 照男ディアレスト 菊川 正達 浦河 松栄牧場 464－ 82：02．3	 31．4�
611 ウインセイヴィア 牡3栗 56 柴田 大知�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 456－ 22：02．4	 13．8�
715 モントレーベイ 牡3芦 56 柴田 善臣金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 日高 白井牧場 B458－ 8 〃 ハナ 48．2�
713 クインズエキシート 牡3芦 56 丸山 元気 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新冠 タニグチ牧場 466－ 62：02．5� 244．2�
35 マイネルサフィルス 牡3青鹿56 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 新冠 ムラカミファーム 482－ 22：02．6	 368．2�
48 コスモレプリカ 牡3栗 56 黛 弘人岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 22：02．81 73．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，260，800円 複勝： 53，931，000円 枠連： 23，874，400円
馬連： 78，938，500円 馬単： 45，017，700円 ワイド： 42，956，800円
3連複： 95，854，400円 3連単： 144，294，100円 計： 520，127，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 290円 � 320円 枠 連（2－8） 680円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 490円 �� 700円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 5，690円 3 連 単 ��� 18，040円

票 数

単勝票数 計 352608 的中 � 145097（1番人気）
複勝票数 計 539310 的中 � 178571（1番人気）� 36055（5番人気）� 32087（6番人気）
枠連票数 計 238744 的中 （2－8） 27139（4番人気）
馬連票数 計 789385 的中 �� 49645（4番人気）
馬単票数 計 450177 的中 �� 19687（6番人気）
ワイド票数 計 429568 的中 �� 24065（4番人気）�� 15820（6番人気）�� 4271（24番人気）
3連複票数 計 958544 的中 ��� 12617（15番人気）
3連単票数 計1442941 的中 ��� 5798（40番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．0―12．4―12．8―11．5―11．9―11．6―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―37．0―49．4―1：02．2―1：13．7―1：25．6―1：37．2―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F36．0
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンカナロア �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 メジロブライト デビュー 2014．8．23 札幌6着

2012．5．18生 牡3鹿 母 メジロレント 母母 メジロスクエア 12戦1勝 賞金 17，100，000円



09031 4月4日 曇 良 （27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

24 ワインシャワー 牡3黒鹿56 吉田 豊 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 480± 01：11．4 1．4�
47 オーロラッシュ 牡3鹿 56 田辺 裕信山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 444－ 41：11．5� 20．1�
612 ア サ マ 牡3黒鹿56 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 472－101：11．6� 12．0�
48 クワドループル 牡3黒鹿56 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484± 0 〃 ハナ 10．1�
816 サウスリュウセイ 牡3鹿 56 江田 照男南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 464－ 41：11．91� 24．0�
35 ディアドナテロ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹ディアレスト 池上 昌弘 新冠 武田牧場 460－ 4 〃 クビ 161．2	
59 � アヴェーヌモン 牡3鹿 56 石橋 脩加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm

& Greg Justice B514± 01：12．0� 23．6

815 サンタナブルー 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 452＋ 41：12．1クビ 19．8�
611 メランコリア 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 470－ 8 〃 クビ 19．1
23 ショウナンライコウ 牡3鹿 56 大野 拓弥国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 480＋ 21：12．2クビ 137．1�
36 アルノルフィーニ 牡3鹿 56 西田雄一郎�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 山際セントラルスタッド 448＋ 4 〃 アタマ 357．1�
11 オルフィーク 牝3青鹿 54

51 ▲井上 敏樹加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 484± 0 〃 ハナ 10．0�
713	 カシノマラドーナ 牡3栗 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 佐藤 静子 444＋ 41：12．41
 258．7�
12 イ オ 牝3栗 54 丸山 元気�ミルファーム 根本 康広 浦河 平成ファーム 484＋101：12．61 46．3�
714 カシノキングダム 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 450± 0 〃 クビ 133．6�
510 ノボハニーチャン 牝3黒鹿54 北村 宏司�LS.M 森 秀行 浦河 高昭牧場 428－101：13．23� 103．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，087，200円 複勝： 96，812，100円 枠連： 26，293，000円
馬連： 89，411，900円 馬単： 55，914，100円 ワイド： 47，937，600円
3連複： 105，822，600円 3連単： 183，568，100円 計： 650，846，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 260円 � 200円 枠 連（2－4） 460円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 600円 �� 440円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 9，720円

票 数

単勝票数 計 450872 的中 � 243075（1番人気）
複勝票数 計 968121 的中 � 588989（1番人気）� 41098（5番人気）� 60342（3番人気）
枠連票数 計 262930 的中 （2－4） 43932（1番人気）
馬連票数 計 894119 的中 �� 60323（5番人気）
馬単票数 計 559141 的中 �� 26167（5番人気）
ワイド票数 計 479376 的中 �� 20689（6番人気）�� 29780（3番人気）�� 6495（18番人気）
3連複票数 計1058226 的中 ��� 22562（9番人気）
3連単票数 計1835681 的中 ��� 13688（23番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．3―11．5―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．7―45．2―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワインシャワー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．6．14 函館7着

2012．4．18生 牡3黒鹿 母 クイックメール 母母 タニノメール 5戦2勝 賞金 12，700，000円
〔制裁〕 サウスリュウセイ号の騎手江田照男は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
※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） 4頭 ウォリアーズソウル号・ガルノーヴァ号・タケルラグーン号・チェリーサマー号

09032 4月4日 曇 良 （27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）

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

78 ヴ ィ ス ビ ー 牝4黒鹿55 江田 照男大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 474－101：55．9 20．1�
89 � ラゴディラゴライ 牝5鹿 55 石橋 脩佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496－ 41：56．43 4．4�
33 エルシェロアスール 牝5栗 55 田中 勝春山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 482－ 41：56．5� 4．4�
11 アンジェラスベル 牝5鹿 55 的場 勇人田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B478＋10 〃 クビ 4．1�
77 コウセイマユヒメ 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 458＋ 61：56．81� 35．6�
55 ラフェットデメール 牝4黒鹿55 内田 博幸大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B464＋ 21：56．9クビ 4．0�
44 イデアオブクィーン 牝4芦 55 松岡 正海益田 修一氏 石栗 龍彦 浦河 大道牧場 404－ 41：57．11� 33．8	
810 ヴァールハイト 牝4黒鹿55 横山 和生 
シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：57．2� 5．8�
66 イタリアンフェッテ 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 402± 01：58．26 37．0�
22 � ドリームノート 牝4鹿 55 西田雄一郎吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B434－ 82：01．7大差 160．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 28，357，800円 複勝： 39，604，800円 枠連： 18，378，100円
馬連： 75，337，200円 馬単： 41，283，900円 ワイド： 30，820，300円
3連複： 80，121，900円 3連単： 154，240，700円 計： 468，144，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 510円 � 150円 � 190円 枠 連（7－8） 1，440円

馬 連 �� 4，020円 馬 単 �� 8，360円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，670円 �� 390円

3 連 複 ��� 5，420円 3 連 単 ��� 41，640円

票 数

単勝票数 計 283578 的中 � 11256（6番人気）
複勝票数 計 396048 的中 � 14986（7番人気）� 83766（1番人気）� 55374（4番人気）
枠連票数 計 183781 的中 （7－8） 9886（8番人気）
馬連票数 計 753372 的中 �� 14491（11番人気）
馬単票数 計 412839 的中 �� 3700（26番人気）
ワイド票数 計 308203 的中 �� 5670（15番人気）�� 4448（21番人気）�� 22735（4番人気）
3連複票数 計 801219 的中 ��� 11070（13番人気）
3連単票数 計1542407 的中 ��� 2685（138番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―13．2―13．3―12．4―12．6―12．5―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．3―38．5―51．8―1：04．2―1：16．8―1：29．3―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴ ィ ス ビ ー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2013．7．28 新潟1着

2011．1．29生 牝4黒鹿 母 ア ル ヴ ィ ス 母母 Extraterrestral 11戦2勝 賞金 14，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームノート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月4日まで平地競走に

出走できない。

追 加 記 事（第 3回中山競馬第 1日第 1競走）
〔その他〕　　デイトナ号は，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4日 曇 良 （27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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

33 レッドライジェル 牡3鹿 56 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 436－ 22：13．8 7．9�
55 グレーターロンドン 牡3鹿 56 北村 宏司窪田 康志氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 458－ 2 〃 クビ 1．8�
811 エニグマバリエート 牡3青鹿56 C．ルメール 平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 476± 02：14．33 9．9�
79 サブライムカイザー 牡3鹿 56 三浦 皇成 �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 496＋ 42：14．51� 76．0�
56 コアプライド 牡3鹿 56 蛯名 正義前田 幸治氏 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514＋ 6 〃 クビ 37．2�
44 スペキュロス 牡3鹿 56 戸崎 圭太伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 484－ 22：14．6� 6．6	
11 ギ ン ガ 牡3鹿 56 田辺 裕信石川 達絵氏 小笠 倫弘 日高 日高大洋牧場 450－ 8 〃 ハナ 19．2

812 ミュゼダルタニアン 牡3栗 56 柴山 雄一髙橋 仁氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 508± 02：14．7クビ 5．2�
68 ワイドリーザワン 牡3黒鹿56 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 6 〃 アタマ 56．6�
22 トーセンアーネスト 牡3鹿 56 江田 照男島川 哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 510＋ 62：15．12	 88．0�
67 トーセンスパンキー 牡3栗 56 小野寺祐太島川 哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 506－102：15．2� 137．1�
710 マイネルポルトゥス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 468－ 22：15．62	 67．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 60，228，000円 複勝： 72，555，300円 枠連： 25，277，200円
馬連： 133，555，400円 馬単： 74，228，300円 ワイド： 57，449，100円
3連複： 143，073，300円 3連単： 291，676，900円 計： 858，043，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 200円 � 120円 � 220円 枠 連（3－5） 730円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 360円 �� 920円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 14，340円

票 数

単勝票数 計 602280 的中 � 60498（4番人気）
複勝票数 計 725553 的中 � 78588（4番人気）� 213630（1番人気）� 68408（5番人気）
枠連票数 計 252772 的中 （3－5） 26750（3番人気）
馬連票数 計1335554 的中 �� 134971（3番人気）
馬単票数 計 742283 的中 �� 25143（8番人気）
ワイド票数 計 574491 的中 �� 43074（3番人気）�� 14656（13番人気）�� 33795（5番人気）
3連複票数 計1430733 的中 ��� 47296（6番人気）
3連単票数 計2916769 的中 ��� 14742（44番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．7―12．7―12．7―12．8―13．0―12．1―11．7―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�
12．7―24．0―35．7―48．4―1：01．1―1：13．9―1：26．9―1：39．0―1：50．7―2：02．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．8
1
3
10－2－12（7，11）－9（1，5）（8，6）－4－3
10，2（12，11）9（7，1，5）6（8，4）3

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

勝馬の
紹 介

レッドライジェル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Selkirk デビュー 2014．11．9 東京2着

2012．2．12生 牡3鹿 母 サ セ ッ テ ィ 母母 My Potters 5戦2勝 賞金 18，573，000円

09034 4月4日 曇 良 （27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，26．4．5以降27．3．29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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

11 ディスキーダンス 牡4栗 55 戸崎 圭太 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 458－ 22：31．9 3．2�
67 プレストウィック 牡4芦 54 津村 明秀 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 534＋18 〃 ハナ 19．4�
33 レ オ ニ ー ズ 牡4鹿 54 田中 勝春 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 42：32．0� 8．8�
22 エイダイポイント 牡7芦 55 岩部 純二�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 450－10 〃 ハナ 20．1�
55 ヨ ッ ヘ イ 牡4青 54 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 日高 藤本ファーム 486± 0 〃 クビ 10．7�
44 ナンヨーケンゴー �5鹿 55 柴山 雄一中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 474－ 42：32．1クビ 10．7	
79 アカノジュウハチ 牡4芦 55 北村 宏司根本 忠義氏 尾関 知人 平取 坂東牧場 502－ 8 〃 ハナ 5．7

56 エタンダール 牡6鹿 57 田辺 裕信広尾レース� 中舘 英二 大樹 大樹ファーム 468＋ 82：32．31� 3．7�
710 ヒールゼアハーツ 牡7栗 54 吉田 豊 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 502＋ 2 〃 クビ 35．4
68 ハ ツ ガ ツ オ 牝4鹿 51 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 504＋ 42：32．4� 42．7�
811 トーセンワープ 牡5鹿 55 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 462－ 22：32．61	 21．3�
812
 アルティスト 牡8鹿 51 石川裕紀人塩入 満洋氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 484＋ 22：32．7� 269．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 45，363，900円 複勝： 69，584，600円 枠連： 29，799，500円
馬連： 154，156，800円 馬単： 70，198，600円 ワイド： 62，713，700円
3連複： 173，411，400円 3連単： 284，983，700円 計： 890，212，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 460円 � 240円 枠 連（1－6） 2，720円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 5，120円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 570円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 6，610円 3 連 単 ��� 36，550円

票 数

単勝票数 計 453639 的中 � 111147（1番人気）
複勝票数 計 695846 的中 � 146812（1番人気）� 31148（8番人気）� 73764（4番人気）
枠連票数 計 297995 的中 （1－6） 8489（13番人気）
馬連票数 計1541568 的中 �� 38294（12番人気）
馬単票数 計 701986 的中 �� 10264（21番人気）
ワイド票数 計 627137 的中 �� 14058（12番人気）�� 29733（5番人気）�� 9119（22番人気）
3連複票数 計1734114 的中 ��� 19675（22番人気）
3連単票数 計2849837 的中 ��� 5652（126番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．4―12．2―12．4―12．6―11．8―12．5―12．3―12．6―11．9―11．8―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．0―18．0―29．4―41．6―54．0―1：06．6―1：18．4―1：30．9―1：43．2―1：55．8―2：07．7―2：19．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」 上り4F48．7―3F36．1
1
�
11＝8－10－9，6，12，7（5，3）（2，4）1
11－8－（10，9）（6，7，4）（12，3，1）（5，2）

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

勝馬の
紹 介

ディスキーダンス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2013．11．24 東京9着

2011．5．28生 牡4栗 母 ダンスフォーママ 母母 ビユーパーダンス 13戦3勝 賞金 41，050，000円



09035 4月4日 曇 良 （27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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

814� サトノデプロマット 牡5黒鹿57 柴田 善臣里見 治氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 506＋ 61：07．4 7．5�
58 ネ ロ 牡4栗 57 内田 博幸西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 462－ 6 〃 アタマ 4．6�
33 ストロングロビン 牡9鹿 57 丸田 恭介村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 496＋ 41：07．5	 83．2�
46 インプロヴァイズ 牡5青 57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 堀 宣行 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 41：07．6
 7．9�
11 アットウィル 牡5栗 57 C．ルメール 宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 486－ 6 〃 クビ 2．8�
34 トキノゲンジ 牡7鹿 57 石橋 脩中野 正則氏 西村 真幸 浦河 小倉牧場 504－ 61：07．81� 85．1	
57 ユキノアイオロス �7鹿 57 蛯名 正義井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 486＋ 4 〃 アタマ 16．2

45 オレニホレルナヨ 牡6栗 57 津村 明秀 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 500－ 81：07．9
 64．3�
22 エターナルムーン 牝5鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 490＋121：08．0クビ 84．0�
711 アルマエルナト 牡4栗 57 横山 典弘コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 482－ 6 〃 クビ 6．7
813 インスペード 牡6黒鹿57 三浦 皇成�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 494± 0 〃 ハナ 14．5�
610 アンヴァルト 牡8青鹿57 田辺 裕信 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：08．21� 25．2�
712 モズハツコイ 牝4芦 55 北村 宏司 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 上山牧場 464－ 81：08．41� 22．2�
69 ラフレーズカフェ 牝6青鹿55 江田 照男西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 484－ 21：08．61
 64．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 80，977，100円 複勝： 118，021，000円 枠連： 70，715，500円
馬連： 326，093，300円 馬単： 150，474，000円 ワイド： 122，512，900円
3連複： 395，582，800円 3連単： 671，846，900円 計： 1，936，223，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 270円 � 190円 � 1，450円 枠 連（5－8） 1，080円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 4，420円

ワ イ ド �� 830円 �� 6，790円 �� 4，830円

3 連 複 ��� 39，550円 3 連 単 ��� 162，680円

票 数

単勝票数 計 809771 的中 � 85605（4番人気）
複勝票数 計1180210 的中 � 115496（4番人気）� 193740（2番人気）� 16527（14番人気）
枠連票数 計 707155 的中 （5－8） 50295（6番人気）
馬連票数 計3260933 的中 �� 114656（7番人気）
馬単票数 計1504740 的中 �� 25498（16番人気）
ワイド票数 計1225129 的中 �� 40237（7番人気）�� 4513（50番人気）�� 6374（44番人気）
3連複票数 計3955828 的中 ��� 7500（102番人気）
3連単票数 計6718469 的中 ��� 2994（461番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．0―11．2―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．4―44．6―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．0
3 8，14（1，5）（3，6，12）－13（10，11）（2，7）（4，9） 4 ・（8，14）（1，5）（3，6，12）13（7，11）（10，9）（2，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�サトノデプロマット �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス

2010．3．27生 牡5黒鹿 母 ピサノバーキン 母母 ビ バ ム ー ル 13戦4勝 賞金 50，395，000円
初出走 JRA

09036 4月4日 曇 良 （27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

815� ホ ス ト 牡4黒鹿57 吉田 隼人内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 518－ 21：10．9 7．3�
714 ノッキングオン 牡5鹿 57 北村 宏司松尾 正氏 高柳 瑞樹 新ひだか グランド牧場 442－ 2 〃 クビ 6．2�
11 エムエムアリオーン 牡5芦 57 吉田 豊ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 浦河 山口 義彦 554＋241：11．75 3．9�
47 ダイチヴュルデ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 448± 01：11．8� 5．6�
36 スズカオーショウ 牡4栗 57 大野 拓弥永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 512± 01：12．0� 4．1�
59 � ハ ル コ マ チ 牝5鹿 55 松岡 正海髙橋 治夫氏 星野 忍 新冠 中本牧場 B486－ 21：12．32 68．9	
23 � アフリカンブルー �4鹿 57 柴田 大知杉浦 和也氏 和田 雄二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B488＋ 41：12．4� 82．3

816� リックバナード 牡4栗 57

54 ▲伴 啓太山邉 浩氏 小桧山 悟 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 492－ 41：12．5クビ 220．1�

24 オ ベ リ ス ク 牡4鹿 57 内田 博幸前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B532－ 6 〃 クビ 33．7�
48 ファンファーレ 牝4栗 55

52 ▲石川裕紀人清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B490± 01：13．03 19．4
713 ブ リ ッ ツ 牡4栗 57 田辺 裕信青山 洋一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 484－ 6 〃 クビ 14．0�
510 サクセスコード 牡4黒鹿57 蛯名 正義吉田 正志氏 武藤 善則 安平 追分ファーム B502＋ 21：13．1	 13．0�
35 タイキマーシャ 牝5栗 55

52 ▲井上 敏樹�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 浦河小林牧場 464＋ 21：14．05 276．1�
612 ペイシャンスゼータ 牝4栗 55

52 ▲木幡 初也北所 直人氏 大江原 哲 浦河 大西牧場 472＋ 4 〃 ハナ 321．0�
611 ヴェンセール 牡5鹿 57 丸山 元気桐谷 茂氏 中野 栄治 日高 田端牧場 472－ 61：15．38 130．1�
12 エターナルスター 牝5栗 55 嶋田 純次下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 484－201：15．5� 119．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，014，400円 複勝： 79，450，600円 枠連： 44，111，900円
馬連： 200，874，400円 馬単： 77，280，700円 ワイド： 79，530，700円
3連複： 204，713，200円 3連単： 332，623，300円 計： 1，072，599，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 240円 � 190円 � 190円 枠 連（7－8） 1，260円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 4，620円

ワ イ ド �� 730円 �� 800円 �� 680円

3 連 複 ��� 3，580円 3 連 単 ��� 26，640円

票 数

単勝票数 計 540144 的中 � 58861（5番人気）
複勝票数 計 794506 的中 � 80141（5番人気）� 110653（3番人気）� 116079（2番人気）
枠連票数 計 441119 的中 （7－8） 27130（7番人気）
馬連票数 計2008744 的中 �� 72813（8番人気）
馬単票数 計 772807 的中 �� 12528（19番人気）
ワイド票数 計 795307 的中 �� 27813（8番人気）�� 25281（9番人気）�� 30077（7番人気）
3連複票数 計2047132 的中 ��� 42815（9番人気）
3連単票数 計3326233 的中 ��� 9050（86番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．0―12．0―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．3―45．3―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ホ ス ト �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Unbridled’s Song

2011．5．14生 牡4黒鹿 母 ヴェルナッツァ 母母 Fall Fashion 3戦1勝 賞金 9，300，000円
地方デビュー 2013．9．17 大井

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴェンセール号・エターナルスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月
4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。
（非当選馬） 1頭 シンサン号



（27中山3）第3日 4月4日（土曜日） 曇 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
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
2，080，000円
8，320，000円
1，240，000円
16，280，000円
68，183，500円
4，550，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
486，729，300円
765，290，300円
333，610，000円
1，383，827，400円
708，301，700円
621，538，100円
1，609，466，800円
2，688，191，900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 8，596，955，500円

総入場人員 17，362名 （有料入場人員 15，912名）
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