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09073 4月18日 晴 良 （27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

815 モアアピール 牝3芦 54 吉田 豊根本 忠義氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 460－ 61：55．9 4．5�
611 ナナイロボタン 牝3栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 41：56．0� 1．8�
35 ペンタプリズム 牝3青鹿54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 470－141：56．21 6．9�
712 ティースワロ 牝3鹿 54 村田 一誠深見 富朗氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 444－ 21：56．41� 215．4�
814 エンパイアライン 牝3黒鹿54 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 森 笹川大晃牧場 488＋ 41：56．5� 39．7	
59 ジョンブドール 牝3鹿 54 柴田 善臣 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 444± 01：56．6クビ 11．2

713 トミケンチャダル 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人冨樫 賢二氏 武市 康男 新ひだか 服部 牧場 B472＋ 21：56．92 47．2�
34 ヒメフジサクラ 牝3鹿 54 柴田 大知岡田 勇氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 488－ 21：57．0� 77．2�
46 カゼニモマケズ 牝3栗 54 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 432± 01：57．1� 133．0
47 カナラズカナラズ 牝3鹿 54 江田 照男小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 448＋ 4 〃 クビ 28．7�
610 ゴールドスティール 牝3黒鹿54 内田 博幸居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 460 ―1：57．31� 31．5�
11 ミュークロール 牝3黒鹿54 柴山 雄一ドラゴンヒルズホースクラブ 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 500± 01：57．5� 30．4�
58 ラグロワール 牝3芦 54 田中 勝春�ターフ・スポート上原 博之 浦河 中脇 満 462－ 21：57．6� 11．7�
22 ダイメイエンパイア 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 474＋ 41：58．87 139．3�
23 フレンドマキシマム 牝3鹿 54 大野 拓弥保谷フミ子氏 岩戸 孝樹 日高 中館牧場 412－ 41：58．9� 311．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，132，400円 複勝： 43，803，100円 枠連： 15，088，700円
馬連： 54，119，800円 馬単： 35，591，000円 ワイド： 30，145，600円
3連複： 72，846，300円 3連単： 114，865，500円 計： 391，592，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 120円 � 110円 � 180円 枠 連（6－8） 310円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 160円 �� 500円 �� 350円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 5，230円

票 数

単勝票数 計 251324 的中 � 44149（2番人気）
複勝票数 計 438031 的中 � 84218（2番人気）� 179775（1番人気）� 34631（4番人気）
枠連票数 計 150887 的中 （6－8） 36683（1番人気）
馬連票数 計 541198 的中 �� 110287（1番人気）
馬単票数 計 355910 的中 �� 26537（2番人気）
ワイド票数 計 301456 的中 �� 62870（1番人気）�� 12428（6番人気）�� 19200（3番人気）
3連複票数 計 728463 的中 ��� 57492（3番人気）
3連単票数 計1148655 的中 ��� 15895（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．3―49．1―1：02．1―1：15．6―1：29．0―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．8―3F40．3
1
3
7（13，15）＝14，6（8，9）3，11，5（4，12）（2，1）－10
7，15－（13，14）（6，8，9，11）5，3－（12，1）－2－4，10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モアアピール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．10．11 東京7着

2012．2．18生 牝3芦 母 フォトジェニー 母母 ブルーラスター 6戦1勝 賞金 9，750，000円
※エンパイアライン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09074 4月18日 晴 良 （27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

23 マインドブロウ 牡3栗 56 内田 博幸林 勝宗氏 的場 均 日高 白瀬 盛雄 B474－ 81：14．0 4．9�
611 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 512＋ 21：14．53 2．1�
24 ツンデレーション 牡3青 56

53 ▲石川裕紀人スリースターズレーシング 中舘 英二 青森 青南ムラカミ
ファーム 482－ 2 〃 クビ 32．8�

713 タイセイプレシャス 牡3栗 56 大野 拓弥田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 468＋ 41：14．6� 16．5�
815 カシノフレンジー 牡3鹿 56 草野 太郎柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 506± 01：14．7クビ 72．0�
12 ガ ル ー ダ 牡3鹿 56 石橋 脩石川 達絵氏 小島 太 千歳 社台ファーム B440＋ 2 〃 アタマ 12．6�
36 ユニコーンスター 牡3栗 56 田中 勝春田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 聖心台牧場 448－ 21：15．12� 39．1	
816 エイコオアルバ 牡3鹿 56 柴田 大知木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 B518＋ 4 〃 クビ 4．7

35 サウスポールツアー 牝3栗 54 柴田 善臣海谷 幸司氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 422＋ 21：15．2� 11．2�
612 ラパンルージュ 牝3黒鹿54 村田 一誠後藤 英成氏 田中 剛 新ひだか 服部 牧場 462－121：15．62� 17．9�
59 クリエイトアゲン 牝3鹿 54 森 一馬浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 恵比寿牧場 454－ 21：15．81� 197．5
47 ミキノブシドウ 牡3鹿 56 江田 照男谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 本桐牧場 B490＋ 61：16．11� 146．9�
510 ヨシミツクン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 470－ 21：16．31� 156．5�
714 パ シ ナ 牝3鹿 54 原田 和真浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 454－ 21：16．4� 209．8�
11 シンザンユウコク 牝3黒鹿54 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 422＋ 21：16．82� 167．3�

（15頭）
48 イ ワ 牡3黒鹿56 柴山 雄一田頭 勇貴氏 竹内 正洋 浦河 一珍棒牧場 464－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，511，700円 複勝： 24，175，200円 枠連： 13，741，200円
馬連： 44，710，700円 馬単： 28，941，900円 ワイド： 20，634，200円
3連複： 51，905，600円 3連単： 77，166，300円 計： 280，786，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 120円 � 520円 枠 連（2－6） 440円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，690円 �� 880円

3 連 複 ��� 4，650円 3 連 単 ��� 20，410円

票 数

単勝票数 差引計 195117（返還計 4868） 的中 � 31496（3番人気）
複勝票数 差引計 241752（返還計 8615） 的中 � 38626（3番人気）� 76450（1番人気）� 7219（8番人気）
枠連票数 差引計 137412（返還計 88） 的中 （2－6） 23768（1番人気）
馬連票数 差引計 447107（返還計 30284） 的中 �� 62159（2番人気）
馬単票数 差引計 289419（返還計 19725） 的中 �� 17763（4番人気）
ワイド票数 差引計 206342（返還計 18472） 的中 �� 23050（2番人気）�� 2797（21番人気）�� 5621（11番人気）
3連複票数 差引計 519056（返還計 71564） 的中 ��� 8357（16番人気）
3連単票数 差引計 771663（返還計104656） 的中 ��� 2741（68番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．1―12．1―12．4―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．7―35．8―47．9―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マインドブロウ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．10．26 福島13着

2012．2．6生 牡3栗 母 サンドティアラ 母母 サンドピープル 6戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外〕 イワ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 クリエイトアゲン号の調教師中野栄治は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※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。
（非抽選馬） 4頭 アンランジュ号・シートライアル号・ストレーニア号・ノーブルコスマー号

第３回 中山競馬 第７日



09075 4月18日 晴 良 （27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

611 オ ケ ア ノ ス 牡3鹿 56 蛯名 正義清水 敏氏 南田美知雄 浦河 ミルファーム 508－ 41：55．1 1．3�
12 ブルールーク 牡3鹿 56 柴山 雄一 �ブルーマネジメント牧浦 充徳 新ひだか 出羽牧場 468－ 6 〃 アタマ 8．0�
35 ロマンホープ 牡3黒鹿56 柴田 善臣菅 實氏 石毛 善彦 新ひだか 友田牧場 436－ 21：56．59 9．0�
713 パームリーフ 牡3鹿 56 岩部 純二小林竜太郎氏 中川 公成 厚真 大川牧場 434－ 61：56．71� 119．5�
47 トウショウノワール 牡3青鹿56 江田 照男トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464＋ 41：56．8� 30．7�
11 デューテリウム 牡3鹿 56 柴田 大知池谷 誠一氏 加藤 和宏 安平 ノーザンファーム 538＋181：57．11� 44．7	
23 レオクイック 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�レオ 岩戸 孝樹 浦河 田中スタッド B450－ 21：57．63 68．9

815 タイムトゥシャイン 牡3栗 56 吉田 豊古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 賀張三浦牧場 456－ 61：57．81� 82．3�
714 スプリングブレスト 牝3黒鹿54 田辺 裕信加藤 春夫氏 松永 康利 様似 堀 弘康 484－121：58．22� 22．5�
59 クリノトイトイ 牡3栗 56 村田 一誠栗本 博晴氏 大江原 哲 青森 藤森 亮二 432－ 21：58．3� 338．3
816 デルマウンライマツ 牡3黒鹿56 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 藤原 辰雄 えりも 能登 浩 432－ 21：58．4クビ 145．5�
612 オーゴンダーク 牡3栗 56 原田 和真永田 清男氏 小野 次郎 新ひだか 今 牧場 B444－ 81：58．82� 371．6�
510 スパークルゴールド 牡3鹿 56 田中 勝春関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 426－101：59．22� 50．5�
36 ダイワハッスル 牡3栃栗56 三浦 皇成大城 敬三氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476－121：59．51� 8．6�
24 ストロベリーボス 牡3鹿 56 小野寺祐太田頭 勇貴氏 中野 栄治 安平 吉田牧場 450－ 6 〃 ハナ 430．1�
48 テンマイキララ 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 前川 正美 B420＋ 42：04．7大差 194．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，573，900円 複勝： 84，727，900円 枠連： 15，775，700円
馬連： 50，518，000円 馬単： 42，613，300円 ワイド： 27，778，800円
3連複： 64，049，700円 3連単： 124，733，600円 計： 434，770，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 170円 � 140円 枠 連（1－6） 420円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 270円 �� 220円 �� 390円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 1，860円

票 数

単勝票数 計 245739 的中 � 142687（1番人気）
複勝票数 計 847279 的中 � 662665（1番人気）� 31806（3番人気）� 42613（2番人気）
枠連票数 計 157757 的中 （1－6） 28641（2番人気）
馬連票数 計 505180 的中 �� 81465（2番人気）
馬単票数 計 426133 的中 �� 47764（2番人気）
ワイド票数 計 277788 的中 �� 25828（2番人気）�� 35956（1番人気）�� 16394（5番人気）
3連複票数 計 640497 的中 ��� 71975（1番人気）
3連単票数 計1247336 的中 ��� 48409（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．6―13．3―13．3―12．9―12．7―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．6―49．9―1：03．2―1：16．1―1：28．8―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．0
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

オ ケ ア ノ ス �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2014．11．30 東京2着

2012．4．14生 牡3鹿 母 オーミチェリッシュ 母母 メイショウユキカゼ 7戦1勝 賞金 15，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンマイキララ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月18日まで平地競

走に出走できない。

09076 4月18日 晴 良 （27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

612 イ ア ペ ト ス 牡3鹿 56 内田 博幸�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 466－ 41：12．9 4．6�
59 セイウンオセアン 牡3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 452－ 21：13．43 1．9�
11 � パラダイスガーデン 牝3栗 54 柴田 大知岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Crossroads

Farm, LLC 456＋ 21：13．5� 15．7�
816 ラブミラーボード 牝3芦 54 武士沢友治増田 陽一氏 星野 忍 新冠 武田 修一 414＋ 61：13．71� 66．1�
714 サンデンバロン 牡3栗 56 村田 一誠山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 坂本 智広 454－ 41：13．8� 13．2�
611 クラウンシトラス 牝3栗 54 三浦 皇成矢野 恭裕氏 菊川 正達 浦河 赤田牧場 466－ 21：14．01 5．9	
23 ドゥマイドリーム 牡3黒鹿56 柴山 雄一城戸 恵子氏 小笠 倫弘 新ひだか 山際牧場 452－ 6 〃 アタマ 157．7

815 ナンゴクオージ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 486± 01：14．21� 71．5�
713 デュアルフレイム 牡3栗 56 大野 拓弥 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B454－ 21：14．3クビ 26．2�
24 ハーモニーノヴェル 牡3芦 56 吉田 豊日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 畠山牧場 B514－ 41：14．51� 32．7
48 コマアルカンシエル 牡3鹿 56 横山 典弘 �笹川大晃牧場 金成 貴史 森 笹川大晃牧場 452＋ 8 〃 クビ 26．9�
12 カ キ ツ バ タ 牝3黒鹿54 原田 和真中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 414－ 21：14．6� 46．4�
35 キョウワクラウド 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 464± 01：14．81� 25．1�
36 トーセンキューティ 牝3栗 54 小野寺祐太島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 434－ 41：15．01 243．3�
510 モンサンギエナ 牝3鹿 54 江田 照男山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B490－ 41：17．1大差 270．7�
47 ウエスタンルーヴル 牝3栗 54 柴田 善臣西川 賢氏 小島 太 新ひだか ウエスタンファーム 448 ―1：18．05 97．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，674，500円 複勝： 46，335，900円 枠連： 17，647，800円
馬連： 55，137，600円 馬単： 39，464，300円 ワイド： 30，627，800円
3連複： 67，989，100円 3連単： 113，185，000円 計： 395，062，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 110円 � 210円 枠 連（5－6） 250円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，090円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 10，370円

票 数

単勝票数 計 246745 的中 � 42179（2番人気）
複勝票数 計 463359 的中 � 47443（2番人気）� 255256（1番人気）� 26924（4番人気）
枠連票数 計 176478 的中 （5－6） 54457（1番人気）
馬連票数 計 551376 的中 �� 90050（1番人気）
馬単票数 計 394643 的中 �� 25901（3番人気）
ワイド票数 計 306278 的中 �� 37248（1番人気）�� 6190（11番人気）�� 18181（3番人気）
3連複票数 計 679891 的中 ��� 28465（3番人気）
3連単票数 計1131850 的中 ��� 7910（23番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．8―12．5―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．1―47．6―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ ア ペ ト ス �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．6．29 東京11着

2012．4．29生 牡3鹿 母 プリンセスビコー 母母 シマノソフイア 11戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 カキツバタ号の騎手原田和真は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番）

カキツバタ号の騎手原田和真は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウエスタンルーヴル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月18日まで平

地競走に出走できない。
モンサンギエナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月18日まで平地競
走に出走できない。



09077 4月18日 晴 良 （27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

611 ヴァンガードシチー 牡3黒鹿56 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 506－ 22：00．2 2．3�
24 ビ ー ハ グ 牡3黒鹿56 石橋 脩諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 478－ 22：00．41� 13．2�
815 マイネルインプレス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 むかわ 新井牧場 444± 02：00．61 70．9�
510 マリーズラン 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 466＋ 4 〃 クビ 24．9�
12 ハヤブサライデン 牡3鹿 56 大野 拓弥�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 468－ 82：00．7� 59．6	
48 タイタニウム 牡3鹿 56 蛯名 正義吉田 安惠氏 鹿戸 雄一 平取 追分ファーム 448－ 6 〃 クビ 3．8

36 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± 02：00．91 4．7�
816 アドラビリティ 牝3青鹿54 原田 和真藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 474－ 8 〃 ハナ 200．9�
23 メイショウアルパ 牝3鹿 54 柴山 雄一松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 452－ 82：01．0� 134．5
817 クライミングローズ 牝3青鹿54 三浦 皇成前田 幸治氏 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 414－ 62：01．1� 23．7�
59 エレガントソング 牝3黒鹿54 吉田 豊 �シルクレーシング 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 476－ 22：01．41� 24．5�
35 レディームーン 牝3栗 54 村田 一誠小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 平野牧場 418＋122：01．5� 16．9�
11 トーセンレイザー 牡3黒鹿56 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 440－122：01．92� 32．9�
612 ビ ヘ ー ヴ 牡3栗 56 田中 勝春栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 472－ 82：02．11� 73．9�
714 ハニーファンタジー 牝3黒鹿54 武士沢友治星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 436－ 42：02．31� 183．7�
47 ビヨンドザワルツ 牝3黒鹿54 江田 照男丸山 担氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B426－ 42：03．57 262．1�
713 ゼ ノ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 440－ 42：03．92� 369．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 22，377，000円 複勝： 29，957，600円 枠連： 14，715，000円
馬連： 55，330，500円 馬単： 32，962，200円 ワイド： 28，034，300円
3連複： 69，942，400円 3連単： 102，701，700円 計： 356，020，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 330円 � 1，080円 枠 連（2－6） 1，670円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 710円 �� 2，150円 �� 9，290円

3 連 複 ��� 21，080円 3 連 単 ��� 65，370円

票 数

単勝票数 計 223770 的中 � 75738（1番人気）
複勝票数 計 299576 的中 � 79332（1番人気）� 20188（4番人気）� 5184（10番人気）
枠連票数 計 147150 的中 （2－6） 6828（6番人気）
馬連票数 計 553305 的中 �� 25015（4番人気）
馬単票数 計 329622 的中 �� 10003（7番人気）
ワイド票数 計 280343 的中 �� 10739（4番人気）�� 3309（21番人気）�� 744（51番人気）
3連複票数 計 699424 的中 ��� 2488（52番人気）
3連単票数 計1027017 的中 ��� 1139（163番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―12．1―12．1―12．7―12．4―12．2―11．9―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―22．9―35．0―47．1―59．8―1：12．2―1：24．4―1：36．3―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3
11－（15，16）17（5，8）10（2，13）14，6，12（3，4）9－1，7
11，16（15，17）8（5，10，13）（2，6）（4，14）3（9，12）－1－7

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴァンガードシチー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．10．25 東京3着

2012．2．16生 牡3黒鹿 母 シャイニングスルー 母母 メインスルー 6戦1勝 賞金 11，550，000円

09078 4月18日 晴 良 （27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

55 ストリートキャップ 牡3芦 56 柴山 雄一 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 466＋ 21：34．3 10．0�
812 トーホウハニー 牝3鹿 54 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 426－ 61：34．4� 14．7�
67 レッドオルバース 牡3栗 56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 482－ 61：34．61� 1．6�
44 マンゴジェリー 牡3鹿 56 石橋 脩窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 458± 01：34．81� 5．9�
710 ボ ル ゲ ー ゼ 牡3黒鹿56 横山 典弘 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 アタマ 8．4	
56 メイショウオヤシオ �3栗 56 内田 博幸松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 448－ 41：35．33 143．7

811 ジャストサウンド 牡3鹿 56 吉田 豊増田 雄一氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 446± 01：35．4� 341．8�
33 コスモヨハネ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 482－ 81：35．72 18．3�
79 オトコギイッポン 牡3鹿 56 江田 照男飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 492－ 81：36．12� 25．2
68 ヴァリアントアロー 牡3鹿 56 田辺 裕信�ラ・メール 田村 康仁 平取 川向高橋育

成牧場 478± 01：36．2� 17．4�
11 ライトザライト 牝3鹿 54 武士沢友治グリーンスウォード高市 圭二 新冠 競優牧場 470－ 21：36．3クビ 308．8�
22 アフェクシオン 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 420－ 61：36．83 34．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，828，400円 複勝： 82，675，200円 枠連： 14，492，400円
馬連： 75，482，600円 馬単： 46，475，100円 ワイド： 36，375，300円
3連複： 79，758，900円 3連単： 161，204，600円 計： 531，292，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 170円 � 220円 � 110円 枠 連（5－8） 4，200円

馬 連 �� 4，380円 馬 単 �� 11，320円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 300円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 22，710円

票 数

単勝票数 計 348284 的中 � 27725（4番人気）
複勝票数 計 826752 的中 � 60636（3番人気）� 39389（5番人気）� 514025（1番人気）
枠連票数 計 144924 的中 （5－8） 2672（13番人気）
馬連票数 計 754826 的中 �� 13328（15番人気）
馬単票数 計 464751 的中 �� 3079（31番人気）
ワイド票数 計 363753 的中 �� 7128（15番人気）�� 34319（3番人気）�� 24516（4番人気）
3連複票数 計 797589 的中 ��� 35232（5番人気）
3連単票数 計1612046 的中 ��� 5146（71番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―11．5―12．2―11．8―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．3―46．8―59．0―1：10．8―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．3

3 4－2（10，9）（5，8）（6，12）（11，7）－1－3
2
4

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

勝馬の
紹 介

ストリートキャップ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 オグリキャップ デビュー 2014．9．6 新潟1着

2012．3．9生 牡3芦 母 ミンナノアイドル 母母 グレイスクイン 8戦2勝 賞金 19，828，000円



09079 4月18日 晴 良 （27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

56 マルシアーノ 牝5青鹿55 内田 博幸吉田 和美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480＋141：53．3 2．6�
68 � フレンドスイート 牝4鹿 55 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 432－ 4 〃 ハナ 2．9�
67 ラフェットデメール 牝4黒鹿55 江田 照男大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B458－ 61：54．04 21．5�
79 � 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 500＋ 41：54．85 10．5�
11 グラスティファニー 牝4栗 55 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 470＋101：55．11� 88．6�
812 バトルジェジェジェ 牝4鹿 55 大野 拓弥宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 456＋ 21：55．2� 24．6	
44 デルマサリーチャン 牝4鹿 55 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 474－ 21：55．83� 69．2

710 アンジェラスベル 牝5鹿 55

52 ▲石川裕紀人田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B478± 0 〃 アタマ 6．1�
22 ミラクルルージュ 牝5青鹿55 柴山 雄一 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 466－ 81：55．9クビ 22．6�
55 サ チ ヒ メ 牝5青鹿55 森 一馬林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 440－ 41：56．0� 230．1
33 エリーフェアリー 牝4鹿 55 田辺 裕信谷川 正純氏 岩戸 孝樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 484＋141：56．21� 8．9�
811� パイストロピカル 牝4鹿 55 小野寺祐太�ミルファーム 根本 康広 浦河 ミルファーム 440± 01：57．26 384．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，130，900円 複勝： 36，071，700円 枠連： 17，929，500円
馬連： 70，781，700円 馬単： 39，902，900円 ワイド： 31，070，500円
3連複： 75，171，300円 3連単： 127，176，700円 計： 425，235，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 120円 � 250円 枠 連（5－6） 380円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 220円 �� 980円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 6，110円

票 数

単勝票数 計 271309 的中 � 82848（1番人気）
複勝票数 計 360717 的中 � 85475（2番人気）� 87840（1番人気）� 24473（6番人気）
枠連票数 計 179295 的中 （5－6） 35749（2番人気）
馬連票数 計 707817 的中 �� 118757（1番人気）
馬単票数 計 399029 的中 �� 41534（1番人気）
ワイド票数 計 310705 的中 �� 42875（1番人気）�� 7114（13番人気）�� 11946（9番人気）
3連複票数 計 751713 的中 ��� 30620（5番人気）
3連単票数 計1271767 的中 ��� 15067（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．8―49．9―1：02．9―1：15．8―1：28．1―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．5
1
3
10（7，8）6，3，1，2，12，5，4，9－11・（10，7，8，6）－（1，2）（3，9）4，12，5－11

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

勝馬の
紹 介

マルシアーノ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Pleasant Colony デビュー 2013．7．28 新潟18着

2010．3．2生 牝5青鹿 母 ケルトシャーン 母母 Featherhill 10戦3勝 賞金 27，270，000円
※バトルジェジェジェ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09080 4月18日 晴 良 （27中山3）第7日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時55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

34 ウエスタンソーレ 牡5芦 57 柴田 善臣西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム B512－ 21：12．6 2．9�
815 ダイメイリシャール 牡4栗 57 江田 照男宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 498－ 61：12．81� 5．6�
58 ケルシャンス 牝4鹿 55 横山 典弘 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 430± 01：13．01� 3．7�
47 � ハ ル コ マ チ 牝5鹿 55 嘉藤 貴行髙橋 治夫氏 星野 忍 新冠 中本牧場 B488＋ 21：13．31� 76．1�
59 スズノライジン 牡6黒鹿57 柴田 大知小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 520－ 21：13．51� 25．3�
23 ディアジースター 牡4栗 57 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 B462－ 6 〃 アタマ 49．5	
610 モリトハリウッド 牡4鹿 57 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 B508－ 2 〃 アタマ 9．8

46 パッシオーネラヴィ 牝4鹿 55 三浦 皇成藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 462－ 61：13．71� 12．3�
712 アルテミシア 牝5鹿 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 小河 豊水 B472＋ 21：13．91� 73．6�
611 ヒメスズラン 牝4栗 55 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 500＋ 4 〃 クビ 13．9
713 ミュゼミランダ 牝4栗 55 武士沢友治髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 422－ 61：14．0クビ 31．8�
11 ドンビザッツウェイ 牡8鹿 57 内田 博幸田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 500－ 21：14．1	 40．5�
35 ラヴァーサクラ 牝4鹿 55 柴山 雄一伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 508＋ 21：14．63 18．4�
22 � オキテスグメシ 牡4栗 57 原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 高橋 修 446± 01：14．7	 146．5�
814 キーコレクション 牡5栗 57

54 ▲石川裕紀人北前孔一郎氏 相沢 郁 新冠 高瀬 敦 B462＋ 3 （競走中止） 201．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，894，500円 複勝： 39，035，100円 枠連： 22，879，600円
馬連： 79，638，800円 馬単： 44，428，200円 ワイド： 38，829，600円
3連複： 91，428，500円 3連単： 138，154，800円 計： 480，289，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 170円 � 140円 枠 連（3－8） 850円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 370円 �� 220円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 7，220円

票 数

単勝票数 計 258945 的中 � 71358（1番人気）
複勝票数 計 390351 的中 � 93837（1番人気）� 49138（3番人気）� 69066（2番人気）
枠連票数 計 228796 的中 （3－8） 20754（3番人気）
馬連票数 計 796388 的中 �� 56994（2番人気）
馬単票数 計 444282 的中 �� 18729（3番人気）
ワイド票数 計 388296 的中 �� 25195（2番人気）�� 50669（1番人気）�� 18440（3番人気）
3連複票数 計 914285 的中 ��� 51338（1番人気）
3連単票数 計1381548 的中 ��� 13870（9番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．7―11．9―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．7―35．4―47．3―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンソーレ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．6．17 福島1着

2010．4．20生 牡5芦 母 ウエスタンクィーン 母母 ウエスタンシャープ 20戦2勝 賞金 21，050，000円
〔競走中止〕 キーコレクション号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



09081 4月18日 晴 良 （27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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

44 ミュゼゴースト 牡3黒鹿56 柴田 善臣髙橋 仁氏 大江原 哲 新ひだか 城地 清満 498－ 41：59．7 3．4�
33 キングカラカウア 牡3黒鹿56 柴山 雄一窪田 芳郎氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 490－ 81：59．91 4．9�
66 ディアコンチェルト 牡3黒鹿56 大野 拓弥ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 446＋ 42：00．11� 19．2�
11 ウイングチップ 牡3黒鹿56 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 494－ 22：00．2� 2．9�
77 ナスノセイカン 牡3鹿 56 横山 典弘�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 456＋ 22：00．41� 5．2	
88 キングイマデショウ 牡3鹿 56 江田 照男首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 ヤナガワ牧場 462＋ 2 〃 クビ 15．4

22 マイネルネーベル 牡3鹿 56 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム B440＋ 22：00．61� 20．7�
55 ウインオリファン 牡3栗 56 柴田 大知�ウイン 上原 博之 日高 千葉飯田牧場 462± 02：01．87 15．5

（8頭）

売 得 金
単勝： 38，409，300円 複勝： 43，452，300円 枠連： 発売なし
馬連： 96，350，400円 馬単： 54，672，900円 ワイド： 36，829，500円
3連複： 93，448，800円 3連単： 225，269，000円 計： 588，432，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 180円 � 400円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，220円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 5，450円 3 連 単 ��� 25，650円

票 数

単勝票数 計 384093 的中 � 88387（2番人気）
複勝票数 計 434523 的中 � 98887（2番人気）� 65173（4番人気）� 20765（7番人気）
馬連票数 計 963504 的中 �� 77644（5番人気）
馬単票数 計 546729 的中 �� 22074（6番人気）
ワイド票数 計 368295 的中 �� 27807（4番人気）�� 7353（20番人気）�� 5674（23番人気）
3連複票数 計 934488 的中 ��� 12844（23番人気）
3連単票数 計2252690 的中 ��� 6367（93番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．4―47．6―1：00．4―1：12．9―1：24．6―1：36．4―1：48．2

コーナー
通過順位

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

2
4
8，3（1，2）5－4（6，7）
8，3（4，1，5）7（2，6）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミュゼゴースト �
�
父 バ ゴ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2014．8．31 新潟7着

2012．3．14生 牡3黒鹿 母 トリプルタイム 母母 シェナンドアワルツ 7戦2勝 賞金 20，810，000円

09082 4月18日 晴 良 （27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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

69 バ ン ズ ー ム 牡4鹿 57 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 474± 01：52．5 4．2�
812 キープインタッチ 牡5鹿 57 三浦 皇成村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 504＋ 6 〃 アタマ 3．5�
710 ショウナンアポロン 牡5鹿 57 柴田 善臣国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 B502－ 21：52．6� 6．9�
56 リ ッ カ ル ド �4芦 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 490± 01：52．81 4．6�
813 マ ユ キ 牝4栗 55 田中 勝春稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 470＋ 21：53．01	 78．8�
68 ルファルシオン 牡4芦 57 横山 典弘 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 512± 0 〃 クビ 19．8	
45 スズカヴィグラス 牡6鹿 57 江田 照男永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B504± 01：53．21� 74．6

44 ブラインドサイド 牡6鹿 57 柴山 雄一諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 506－ 21：53．41 12．6�
711 プラントハンター 牡5黒鹿57 吉田 豊吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 452－141：53．72 52．4�
33 セイカフォルトゥナ 牝6栗 55 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 B490＋101：53．8クビ 198．7
22 タ マ ラ マ �6黒鹿57 柴田 大知 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 2 〃 ハナ 84．1�
57 セブンフォース 牡5栗 57 蛯名 正義前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 548± 01：54．12 7．0�
11 ヴァンガード �6鹿 57 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496－ 61：55．59 22．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 44，846，000円 複勝： 74，689，400円 枠連： 32，533，100円
馬連： 167，980，500円 馬単： 71，969，300円 ワイド： 59，343，900円
3連複： 177，185，300円 3連単： 285，256，700円 計： 913，804，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 140円 � 210円 枠 連（6－8） 630円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 320円 �� 610円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 7，430円

票 数

単勝票数 計 448460 的中 � 83588（2番人気）
複勝票数 計 746894 的中 � 138101（2番人気）� 152771（1番人気）� 75071（5番人気）
枠連票数 計 325331 的中 （6－8） 39580（3番人気）
馬連票数 計1679805 的中 �� 171885（1番人気）
馬単票数 計 719693 的中 �� 33075（3番人気）
ワイド票数 計 593439 的中 �� 50673（2番人気）�� 23270（9番人気）�� 31726（5番人気）
3連複票数 計1771853 的中 ��� 87399（2番人気）
3連単票数 計2852567 的中 ��� 27819（11番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．7―12．6―12．4―12．9―12．3―12．5―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．2―48．8―1：01．2―1：14．1―1：26．4―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．4
1
3
10，3，11（6，13）－8，4，9（2，7）12，5－1・（10，3，8，13）（6，4，11，7）（9，12）（2，1）5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バ ン ズ ー ム �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．19 東京3着

2011．3．13生 牡4鹿 母 ペディクラリス 母母 マチカネベニザクラ 14戦4勝 賞金 77，549，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 セイカフォルトゥナ号の騎手石川裕紀人は，第8競走での落馬による検査のため石橋脩に変更。
※出走取消馬 アドマイヤジャコモ号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）



09083 4月18日 晴 良 （27中山3）第7日 第11競走
第17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 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 525，000円 150，000円 75，000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4：47．0良

712 アップトゥデイト 牡5芦 63 林 満明今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 522－ 44：46．6レコード 12．0�

713 ソ ン ブ レ ロ 牡5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 476＋ 44：48．3大差 15．7�
47 サンレイデューク 牡7鹿 63 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 462＋ 84：48．72� 7．9�
46 シャイニーブラック �8黒鹿63 浜野谷憲尚小林 昌志氏 伊藤 伸一 平取 雅 牧場 466± 04：50．310 29．6�
35 アポロマーベリック 牡6鹿 63 五十嵐雄祐アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 528＋ 44：50．72� 4．7�
22 ティリアンパープル 牝5鹿 61 山本 康志飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 462－ 8 〃 クビ 196．3�
34 � レッドキングダム 牡6鹿 63 西谷 誠 	東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 466－104：51．44 1．5

23 ビコーピリラニ 牡5栗 63 田村 太雅�レジェンド 田所 秀孝 日高 高柳 隆男 478＋ 24：52．03� 259．5�
58 ミヤコデラックス 牡6鹿 63 小野寺祐太吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B482＋ 84：54．7大差 223．6
610 サンマルボス 牡8鹿 63 高野 和馬相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 478－ 25：02．0大差 313．5�
11 フ ァ イ ヤ ー 牡7青鹿63 森 一馬深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 518± 0 （競走中止） 39．9�
59 カントリースノー �8黒鹿63 原田 和真鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 508－ 8 （競走中止） 246．0�
611 リキアイクロフネ 牡8鹿 63 金子 光希岡田 隆寛氏 田中 剛 むかわ 東振牧場 462＋ 6 （競走中止） 117．0�
814 ショウナンカミング 牡7栗 63 草野 太郎国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 金石牧場 474－ 4 （競走中止） 161．5�
815 テンジンキヨモリ 牡5青鹿63 江田 勇亮白井 岳氏 武井 亮 浦河 赤田牧場 500＋16 （競走中止） 83．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 80，278，200円 複勝： 111，624，500円 枠連： 71，896，900円
馬連： 208，785，800円 馬単： 152，191，100円 ワイド： 92，590，900円
3連複： 273，494，300円 3連単： 721，649，900円 計： 1，712，511，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 440円 � 500円 � 340円 枠 連（7－7） 5，290円

馬 連 �� 4，640円 馬 単 �� 11，490円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 1，010円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 6，450円 3 連 単 ��� 69，700円

票 数

単勝票数 計 802782 的中 � 53434（4番人気）
複勝票数 計1116245 的中 � 65057（4番人気）� 57138（5番人気）� 91855（3番人気）
枠連票数 計 718969 的中 （7－7） 10520（11番人気）
馬連票数 計2087858 的中 �� 34832（13番人気）
馬単票数 計1521911 的中 �� 9933（27番人気）
ワイド票数 計 925909 的中 �� 20184（13番人気）�� 23697（10番人気）�� 23146（11番人気）
3連複票数 計2734943 的中 ��� 31778（18番人気）
3連単票数 計7216499 的中 ��� 7506（136番人気）
上り 1マイル 1：44．2 4F 51．5－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アップトゥデイト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．7．7 中京1着

2010．2．18生 牡5芦 母 リニアミューズ 母母 スリリングディ 障害：6戦3勝 賞金 99，423，000円
〔競走中止〕 テンジンキヨモリ号は，7号障害〔大いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

カントリースノー号は，2周目2号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
リキアイクロフネ号は，2周目2コーナーで，外側に斜行した「サンレイデューク」号に触れてつまずき，騎手が落馬したた
め競走中止。
ショウナンカミング号は，9号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
ファイヤー号は，9号障害〔ハードル〕飛越後に，転倒した「ショウナンカミング」号に触れ，疾病〔左肩跛行〕を発症したた
め競走中止。

〔制裁〕 サンレイデューク号の騎手難波剛健は，2周目2コーナーで外側に斜行したことについて平成27年4月25日から平成27年5月
3日まで騎乗停止。（被害馬：11番）

〔その他〕 レッドキングダム号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症。

09084 4月18日 晴 良 （27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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

48 ワンダーロード 牡5青鹿57 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新冠 隆栄牧場 474－121：54．0 3．2�
611 シンボリハミルトン 牡4芦 57 横山 典弘シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 512＋ 2 〃 クビ 7．1�
816 ロンギングエース 牡5鹿 57 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム B514＋ 21：54．21� 22．5�
36 アールプロセス 牡4鹿 57 田中 勝春池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 506－ 8 〃 クビ 8．2�
612 ロ ジ テ ー ル 牡6鹿 57 蛯名 正義久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 476＋ 41：54．3クビ 25．6�
815 フ ァ ド ー グ �4黒鹿57 三浦 皇成 �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 466－ 6 〃 クビ 6．9	
11 ニットウビクトリー 牡6鹿 57 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 486－ 8 〃 ハナ 49．0

12 タマモマズルカ 牡4黒鹿57 江田 照男タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 528＋101：54．83 94．5�
713� エビスグレイト 牡5黒鹿57 田辺 裕信加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 494－10 〃 アタマ 6．5
23 マイネルボルソー 牡4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 474＋ 2 〃 アタマ 60．4�
59 ニシノゲンキマル 牡4栗 57 武士沢友治西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 504＋ 4 〃 クビ 59．6�
35 リアルエンブレム 牡5鹿 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 武井 亮 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B518＋ 41：55．01 5．5�
47 コスモマイギフト 牡6黒鹿57 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B492＋ 61：55．1クビ 118．1�
510 サトノバセロン 牡4青鹿57 村田 一誠里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 510＋ 21：55．2	 176．8�
24 ファンシーミューズ 牝4鹿 55 大野 拓弥吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 490－ 61：55．41 62．0�
714 ヴ ィ ス ビ ー 牝4黒鹿55 内田 博幸大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 470－ 41：56．67 42．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，058，300円 複勝： 90，670，800円 枠連： 51，439，200円
馬連： 194，765，500円 馬単： 84，252，800円 ワイド： 84，880，400円
3連複： 217，900，800円 3連単： 353，979，100円 計： 1，141，946，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 240円 � 490円 枠 連（4－6） 1，160円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，220円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 7，420円 3 連 単 ��� 22，870円

票 数

単勝票数 計 640583 的中 � 158992（1番人気）
複勝票数 計 906708 的中 � 168382（1番人気）� 96422（5番人気）� 39193（7番人気）
枠連票数 計 514392 的中 （4－6） 34285（7番人気）
馬連票数 計1947655 的中 �� 103621（5番人気）
馬単票数 計 842528 的中 �� 27548（6番人気）
ワイド票数 計 848804 的中 �� 38222（5番人気）�� 17634（16番人気）�� 9739（21番人気）
3連複票数 計2179008 的中 ��� 22002（24番人気）
3連単票数 計3539791 的中 ��� 11219（62番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．8―13．3―13．2―12．7―12．7―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．0―50．3―1：03．5―1：16．2―1：28．9―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．8
1
3
13，14（8，5）9（3，6）（4，12）（7，10）－（2，15）－16＝1－11・（13，14，5）（8，9，6，12）（3，4，10，15）7，16，2－1，11

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

勝馬の
紹 介

ワンダーロード �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．12．23 中山1着

2010．3．16生 牡5青鹿 母 シルキーステラ 母母 ウエルシュクイーン 10戦4勝 賞金 43，772，000円
〔騎手変更〕 エビスグレイト号の騎手石川裕紀人は，第8競走での落馬負傷のため田辺裕信に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 デグニティクローズ号・デルマハンニャ号・ハコダテナイト号



（27中山3）第7日 4月18日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

295，490，000円
7，400，000円
2，060，000円
27，230，000円
67，414，000円
6，048，800円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
431，715，100円
707，218，700円
288，139，100円
1，153，601，900円
673，465，000円
517，140，800円
1，335，121，000円
2，545，342，900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 7，651，744，500円

総入場人員 26，114名 （有料入場人員 24，302名）
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