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09085 4月19日 晴 良 （27中山3）第8日 第1競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

816 センコウノマイヒメ 牝3黒鹿54 大野 拓弥ホースアディクト杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 494－ 81：12．5 12．3�
714 プ ラ セ ン タ 牝3青鹿54 江田 照男�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 450－ 21：12．6� 16．4�
48 タイセイゴッホ 牝3鹿 54 戸崎 圭太田中 成奉氏 菊川 正達 浦河 帰山 清貴 474－ 21：13．02� 9．7�
815 カ ナ リ 牝3鹿 54 三浦 皇成井上 一郎氏 伊藤 大士 浦河 日の出牧場 B480＋ 21：13．31� 9．2�
11 ラミアカーサ 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 424± 0 〃 アタマ 4．2�

24 ナゲットレイツ 牝3鹿 54 岩部 純二竹本いずみ氏 中川 公成 日高 滝本 健二 458＋ 21：13．4クビ 109．8	
713 サンマーシャル 牝3鹿 54 川島 信二加藤 信之氏 中野 栄治 日高 日西牧場 404－ 4 〃 クビ 89．4

611 クリーミーボイス 牝3栗 54 M．デムーロ �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B432＋ 21：13．71� 2．6�
47 ストロベリーズ 牝3青鹿54 石橋 脩 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 432－ 81：13．9� 5．9�
12 アヤミーチャン 牝3栗 54 柴山 雄一小林 祥晃氏 武藤 善則 新冠 カミイスタット B434－ 61：14．11� 90．7
35 ケイツーミネルバ 牝3芦 54 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 浦河 大島牧場 414± 01：14．2クビ 237．1�
36 アポロフライ 牝3鹿 54 内田 博幸アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 原田牧場 454＋141：14．62� 70．4�
612 メルシートウショウ 牝3栗 54 大庭 和弥トウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 442± 01：14．81� 345．4�
23 ナムラナニー 牝3栗 54 酒井 学奈村 信重氏 日吉 正和 新ひだか 伊藤 和明 450＋ 21：15．22� 171．7�
510 スガノデュランダル 牝3黒鹿54 和田 竜二菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 田上 稔 404－ 2 〃 ハナ 20．5�
59 アユミドンドン 牝3鹿 54 柴田 大知田頭 勇貴氏 小野 次郎 新ひだか 見上牧場 428－ 61：15．41� 242．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，358，300円 複勝： 36，748，100円 枠連： 18，776，600円
馬連： 65，267，700円 馬単： 37，883，300円 ワイド： 34，317，900円
3連複： 83，930，900円 3連単： 120，172，900円 計： 420，455，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 420円 � 510円 � 310円 枠 連（7－8） 3，310円

馬 連 �� 7，120円 馬 単 �� 14，030円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 1，920円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 22，740円 3 連 単 ��� 144，960円

票 数

単勝票数 計 233583 的中 � 15162（6番人気）
複勝票数 計 367481 的中 � 22804（6番人気）� 17899（7番人気）� 32909（4番人気）
枠連票数 計 187766 的中 （7－8） 4388（11番人気）
馬連票数 計 652677 的中 �� 7100（22番人気）
馬単票数 計 378833 的中 �� 2024（46番人気）
ワイド票数 計 343179 的中 �� 6446（17番人気）�� 4594（23番人気）�� 3474（24番人気）
3連複票数 計 839309 的中 ��� 2767（56番人気）
3連単票数 計1201729 的中 ��� 601（359番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．5―12．3―12．4―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．1―46．4―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

センコウノマイヒメ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2014．6．29 東京16着

2012．4．29生 牝3黒鹿 母 ジャンレーヴ 母母 ホマレノプリンセス 10戦1勝 賞金 6，750，000円
〔騎手変更〕 アポロフライ号の騎手石川裕紀人は，第7日第8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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アグネスエピソード号・スリーシスターズ号・レッドランタン号

09086 4月19日 晴 良 （27中山3）第8日 第2競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

59 � サウンドジャンゴ 牡3鹿 56 福永 祐一増田 雄一氏 和田 正道 米 Hibiscus
Stables 508± 01：55．5 3．9�

24 ヤマチョウタンゴ 牡3鹿 56 蛯名 正義長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 484＋ 21：55．6� 1．8�
11 デルマサンダユウ 牡3栗 56 武 豊浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 460＋ 21：56．13 20．0�
815 ダイワエクシード 牡3栗 56 M．デムーロ大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 528－ 4 〃 ハナ 9．9�
714 ジーガールージュ 牝3栗 54 田辺 裕信�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 494－ 6 〃 ハナ 59．0�
713 サノタイクーン 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 B460＋ 21：56．63 209．6	
510 ヒロノカマオレ 牡3栗 56 戸崎 圭太守内ひろ子氏 牧田 和弥 浦河 猿橋 義昭 486－ 41：56．81� 7．0

35 � アメリカンゴールド 牡3鹿 56 岩田 康誠吉澤 克己氏 戸田 博文 愛 Society Selec-

tion Syndicate B526＋ 81：57．01	 120．3�
48 ゼンノウラヌス 牡3黒鹿56 浜中 俊大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 470± 01：57．21� 21．5�
12 カゼノゴトク 牡3鹿 56 柴山 雄一大塚 亮一氏 畠山 吉宏 浦河 ガーベラパー

クスタツド 468＋ 61：57．3クビ 268．7
612 クリノリュウイーソ 牡3鹿 56 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 464－ 61：57．83 160．4�
23 コスモアルヘナ 牡3青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 476＋ 61：57．9クビ 16．4�
611 オーダシティー 牡3鹿 56 酒井 学藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 528± 01：58．64 183．3�
36 メモリアルウッド 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 B484－ 6 〃 ハナ 264．4�
47 シンプリーレモン 牝3栗 54 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 456－ 21：59．55 133．9�
816 ディアイージス 牡3鹿 56 三浦 皇成ディアレスト 新開 幸一 新冠 パカパカ

ファーム B510－ 42：00．24 272．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，542，400円 複勝： 71，533，700円 枠連： 19，766，300円
馬連： 64，881，700円 馬単： 44，088，200円 ワイド： 33，839，500円
3連複： 83，400，800円 3連単： 142，659，600円 計： 486，712，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 120円 � 110円 � 280円 枠 連（2－5） 190円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 160円 �� 870円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 5，180円

票 数

単勝票数 計 265424 的中 � 54338（2番人気）
複勝票数 計 715337 的中 � 97894（2番人気）� 442170（1番人気）� 19937（6番人気）
枠連票数 計 197663 的中 （2－5） 80373（1番人気）
馬連票数 計 648817 的中 �� 178946（1番人気）
馬単票数 計 440882 的中 �� 41455（2番人気）
ワイド票数 計 338395 的中 �� 75449（1番人気）�� 7847（12番人気）�� 13141（7番人気）
3連複票数 計 834008 的中 ��� 56950（3番人気）
3連単票数 計1426596 的中 ��� 19953（11番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．2―13．2―12．8―12．3―12．6―13．1―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．6―50．8―1：03．6―1：15．9―1：28．5―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．6
1
3
13（9，16）7（5，12）4，11，3（8，10）15（2，6，14）－1・（13，16，4）9，15（12，7）（5，8，10，14）11－（3，2）1－6

2
4

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

�サウンドジャンゴ �
�
父 Desert Party �

�
母父 Salt Lake デビュー 2015．2．15 東京2着

2012．2．7生 牡3鹿 母 Salt Water Reign 母母 Top Ruhl 3戦1勝 賞金 8，700，000円
〔騎手変更〕 サノタイクーン号の騎手石川裕紀人は，第7日第8競走での落馬負傷のため井上敏樹に変更。
※ゼンノウラヌス号は，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８日



09087 4月19日 晴 良 （27中山3）第8日 第3競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

611 アイリーグレイ 牝3芦 54 岩田 康誠前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B440－ 21：12．3 6．6�
713 トウショウデュエル 牡3栗 56 戸崎 圭太トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 508－ 21：12．93� 2．4�
47 グリーングリーン 牡3鹿 56 江田 照男北所 直人氏 大江原 哲 日高 宝寄山 忠則 504－ 6 〃 アタマ 4．3�
36 ワ ル 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 武藤 善則 新冠 パカパカ

ファーム 470－ 81：13．22 19．5�
24 サンコールドウェル 牡3鹿 56 岩部 純二加藤 信之氏 的場 均 日高 シンボリ牧場 484－ 81：13．73 406．4�
714 アポロフリューゲル 牡3栗 56 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新ひだか へいはた牧場 B462＋ 61：13．8クビ 5．0	
816 カンタベリーキッズ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行峰 哲馬氏 二本柳俊一 むかわ ヤマイチ牧場 396－ 21：13．9� 22．0

12 ランドザスターズ 牡3鹿 56 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B450－ 41：14．0� 89．1�
23 パイロスター 牡3黒鹿56 田中 勝春熊田 晋作氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 490－ 6 〃 ハナ 17．7�
612 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 B430－ 21：14．1クビ 62．3
59 サ ン コ コ モ 牡3黒鹿56 川島 信二加藤 信之氏 清水 英克 新冠 長浜 秀昭 B444－ 81：14．2� 131．1�
11 タマモヴィオーラ 牡3鹿 56 三浦 皇成タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 B470± 0 〃 クビ 20．7�
48 ナロウゲート 牝3栗 54 大野 拓弥八百板俊一郎氏 星野 忍 浦河 丸幸小林牧場 450－ 41：14．52 306．5�
510 イ チ ゴ ッ チ 牝3鹿 54 酒井 学合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 碧雲牧場 436－ 41：14．82 266．8�
35 トーセンバンビーナ 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 菅原 泰夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 480± 01：15．11� 102．8�
815 ユ ン ゼ イ 牡3鹿 56 柴山 雄一大塚 亮一氏 矢野 英一 新冠 村上 雅規 448＋ 81：15．95 58．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，248，500円 複勝： 34，239，900円 枠連： 19，824，700円
馬連： 64，127，700円 馬単： 36，253，800円 ワイド： 31，737，900円
3連複： 80，488，100円 3連単： 109，092，800円 計： 401，013，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 190円 � 140円 � 140円 枠 連（6－7） 480円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 320円 �� 480円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 8，930円

票 数

単勝票数 計 252485 的中 � 30484（4番人気）
複勝票数 計 342399 的中 � 40075（4番人気）� 71566（1番人気）� 65125（2番人気）
枠連票数 計 198247 的中 （6－7） 31969（2番人気）
馬連票数 計 641277 的中 �� 55051（3番人気）
馬単票数 計 362538 的中 �� 12128（8番人気）
ワイド票数 計 317379 的中 �� 26146（3番人気）�� 15437（6番人気）�� 30071（1番人気）
3連複票数 計 804881 的中 ��� 49384（3番人気）
3連単票数 計1090928 的中 ��� 8852（17番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―12．2―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．1―46．3―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイリーグレイ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．6．8 東京12着

2012．5．23生 牝3芦 母 ジョリブロンド 母母 ブラッシングブロンド 11戦1勝 賞金 8，800，000円
〔騎手変更〕 アイリーグレイ号の騎手石川裕紀人は，第7日第8競走での落馬負傷のため岩田康誠に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 クリオロ号

09088 4月19日 晴 良 （27中山3）第8日 第4競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走11時35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
2：10．1
2：10．0

良
良

59 スプレンデレ 牡3黒鹿56 福永 祐一堂守 貴志氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 452－ 42：15．0 2．9�
818 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 484－ 42：15．1� 1．9�
714 マイネルフレッチャ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 22：15．2� 13．9�
36 ヤギリヴィーナス 牝3栗 54 武 豊内田ヤエ子氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 448± 02：15．3� 5．7�
23 スターキャスト 牝3芦 54 大野 拓弥吉田 千津氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 408－ 22：15．93� 78．4	
11 ノ ア ブ ギ ー 牡3栗 56 川島 信二佐山 公男氏 天間 昭一 平取 原田 新治 472± 0 〃 クビ 274．3

47 レオアルテミス 牝3芦 54 横山 典弘�レオ 小野 次郎 新ひだか 武 牧場 470－ 4 〃 ハナ 30．5�
35 トドロキキシボジン 牝3鹿 54 菱田 裕二原田昭太郎氏 古賀 史生 新冠 コスモヴューファーム 506－ 42：16．43 299．5�
510 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 450－ 4 〃 アタマ 130．0
816 ベ ル メ ー ル 牝3鹿 54 岩田 康誠畑佐 博氏 水野 貴広 新冠 細川農場 492＋ 42：16．61� 25．7�
12 コスモヴェルフェン 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム B466± 02：16．7� 119．4�
713 トミケンブレスク 牡3鹿 56 内田 博幸冨樫 賢二氏 竹内 正洋 浦河 福岡 光夫 B470＋ 2 〃 ハナ 269．6�
611 サンインディアナ 	3鹿 56

53 ▲井上 敏樹加藤 信之氏 伊藤 伸一 浦河 村下 清志 452± 02：16．8
 342．2�
817 マイネルマーゴ 牡3栗 56 酒井 学 �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 B486－122：17．01� 284．6�
24 ネオアルカディア 牡3青鹿56 和田 竜二岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 482－ 22：17．21� 90．9�
612 ロングトレイル 	3鹿 56 嘉藤 貴行手嶋 康雄氏 天間 昭一 浦河 安藤牧場 436－14 〃 クビ 252．3�
715 アストンブラック 牡3黒鹿56 戸崎 圭太嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新冠 村上牧場 B494± 02：17．41� 41．4�
48 ゲンパチインパクト 牡3黒鹿56 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 杵臼牧場 470－ 22：20．3大差 289．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，823，900円 複勝： 52，001，700円 枠連： 19，849，500円
馬連： 79，003，800円 馬単： 50，882，900円 ワイド： 37，152，500円
3連複： 91，589，900円 3連単： 168，657，400円 計： 536，961，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（5－8） 320円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 160円 �� 340円 �� 350円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 2，860円

票 数

単勝票数 計 378239 的中 � 101105（2番人気）
複勝票数 計 520017 的中 � 131460（2番人気）� 181350（1番人気）� 47472（4番人気）
枠連票数 計 198495 的中 （5－8） 47509（1番人気）
馬連票数 計 790038 的中 �� 196550（1番人気）
馬単票数 計 508829 的中 �� 51088（2番人気）
ワイド票数 計 371525 的中 �� 70812（1番人気）�� 24075（4番人気）�� 23455（5番人気）
3連複票数 計 915899 的中 ��� 91325（2番人気）
3連単票数 計1686574 的中 ��� 42665（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．0―36．5―49．3―1：02．2―1：15．1―1：28．0―1：39．7―1：51．2―2：03．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

スプレンデレ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Carson City デビュー 2014．10．4 新潟4着

2012．2．1生 牡3黒鹿 母 カ ー リ ア 母母 De Puntillas 4戦1勝 賞金 8，100，000円
〔騎手変更〕 ノアブギー号の騎手江田照男は，負傷のため川島信二に変更。

コスモヴェルフェン号の騎手石川裕紀人は，第7日第8競走での落馬負傷のため三浦皇成に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゲンパチインパクト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月19日まで平

地競走に出走できない。



09089 4月19日 曇 良 （27中山3）第8日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走12時25分（番組第7競走を順序変更） （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

55 サヴァティアーノ �4黒鹿57 柴山 雄一 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 510± 01：53．9 2．3�
88 	 シェーンメーア 牡5青鹿57 田中 勝春窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Stone Farm B554－ 2 〃 ハナ 5．6�
77 	 トゥールモンド �5栗 57

54 ▲井上 敏樹 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael
Verspieren 460± 01：54．32
 67．5�

89 � エターナルヒーロー �5黒鹿57 田辺 裕信岡田 牧雄氏 木村 哲也 むかわ 東振牧場 488＋ 61：54．72
 4．0�
22 ハイフロンティア 牡5鹿 57 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 492＋ 2 〃 アタマ 13．3�
44 ゲンパチケンザン 牡4栗 57 柴田 善臣平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 加野牧場 504－ 41：54．91� 17．4	
11 � エルドリッジ 牡5青鹿57 大野 拓弥一村 哲也氏 高木 登 むかわ 桑原牧場 530＋ 61：55．11� 4．7

33 ネコタイショウ 牡5鹿 57 柴田 大知桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 450＋101：56．8大差 46．1�
66 	 ハットシテグー 牝4黒鹿55 内田 博幸井上 一郎氏 伊藤 大士 米 Bill Justice & Dr.

Naoya Yoshida 524－121：59．8大差 48．9�
（9頭）

売 得 金
単勝： 27，860，200円 複勝： 35，913，300円 枠連： 13，861，800円
馬連： 58，147，100円 馬単： 37，568，300円 ワイド： 27，749，200円
3連複： 66，577，700円 3連単： 150，610，200円 計： 418，287，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 190円 � 1，100円 枠 連（5－8） 250円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 320円 �� 2，360円 �� 3，540円

3 連 複 ��� 8，190円 3 連 単 ��� 24，750円

票 数

単勝票数 計 278602 的中 � 95903（1番人気）
複勝票数 計 359133 的中 � 100606（1番人気）� 49143（4番人気）� 5297（9番人気）
枠連票数 計 138618 的中 （5－8） 41653（1番人気）
馬連票数 計 581471 的中 �� 75791（3番人気）
馬単票数 計 375683 的中 �� 31704（3番人気）
ワイド票数 計 277492 的中 �� 25906（4番人気）�� 2788（17番人気）�� 1838（23番人気）
3連複票数 計 665777 的中 ��� 6096（22番人気）
3連単票数 計1506102 的中 ��� 4411（83番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―37．4―50．4―1：03．2―1：16．3―1：28．6―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サヴァティアーノ 
�
父 スペシャルウィーク 

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2013．10．19 東京2着

2011．2．3生 �4黒鹿 母 レ ツ ィ ー ナ 母母 タニウインドタイム 10戦2勝 賞金 24，350，000円
〔騎手変更〕 ネコタイショウ号の騎手石川裕紀人は，第7日第8競走での落馬負傷のため柴田大知に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハットシテグー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月19日まで平地競

走に出走できない。
※ネコタイショウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09090 4月19日 小雨 良 （27中山3）第8日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12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

23 セクシーボーイ 牡4鹿 57 田辺 裕信 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B478－ 21：11．5 38．3�

46 サクラエルカミーノ 牡4鹿 57 戸崎 圭太�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 472－ 81：11．71� 4．7�
58 ノッキングオン 牡5鹿 57 福永 祐一松尾 正氏 高柳 瑞樹 新ひだか グランド牧場 442± 01：11．91� 1．6�
814 ペリーホワイト 牡4芦 57 大野 拓弥西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 472＋ 41：12．11� 8．3�
22 マダムアグライア 牝4鹿 55 三浦 皇成髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 浦新 徳司 502＋ 4 〃 ハナ 70．1�
11 トーセンスティング 牡4鹿 57 菱田 裕二島川 	哉氏 古賀 史生 日高 川端 正博 B518± 01：12．2クビ 90．3

815 エ ク ス シ ア 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 424＋ 61：12．3� 32．5�
59 リ ヴ ァ ロ 牝5鹿 55 岩田 康誠四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B448－ 41：12．51� 17．8�
712	 ジャズコンボ 牡4栗 57 内田 博幸礒川 正明氏 松永 康利 新冠 平山牧場 448－ 61：12．6クビ 51．5
713 ナムラヒラリー 牝4青鹿55 柴田 善臣奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 432＋ 41：12．81� 12．5�
47 キービスケット 牝4黒鹿55 和田 竜二北前孔一郎氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 472－ 81：13．0� 106．1�
35 ジョーウォルター 牡4鹿 57 浜中 俊上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 456－ 8 〃 クビ 18．2�
610 タイセイパラゴン 牡4鹿 57 柴山 雄一田中 成奉氏 浜田多実雄 新ひだか 石川 栄一 B510± 01：13．1� 70．9�
611	 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 B484－ 41：13．2� 226．9�
34 	 スペシャルリッチ 牡5青鹿57 酒井 学宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B510＋ 21：15．9大差 272．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，905，200円 複勝： 53，639，600円 枠連： 21，979，100円
馬連： 93，044，400円 馬単： 57，667，500円 ワイド： 43，005，300円
3連複： 107，699，800円 3連単： 181，137，100円 計： 591，078，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，830円 複 勝 � 410円 � 130円 � 110円 枠 連（2－4） 3，420円

馬 連 �� 5，920円 馬 単 �� 16，380円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 870円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 32，930円

票 数

単勝票数 計 329052 的中 � 6862（8番人気）
複勝票数 計 536396 的中 � 14973（8番人気）� 86044（2番人気）� 246918（1番人気）
枠連票数 計 219791 的中 （2－4） 4974（12番人気）
馬連票数 計 930444 的中 �� 12162（16番人気）
馬単票数 計 576675 的中 �� 2640（37番人気）
ワイド票数 計 430053 的中 �� 7904（14番人気）�� 10684（9番人気）�� 80459（1番人気）
3連複票数 計1076998 的中 ��� 43781（5番人気）
3連単票数 計1811371 的中 ��� 3987（90番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―12．0―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―45．9―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セクシーボーイ �
�
父 スマートボーイ �

�
母父 Riverman デビュー 2013．8．3 函館6着

2011．4．17生 牡4鹿 母 ミ リ ョ ク 母母 ゴールデントレジャリー 14戦2勝 賞金 19，500，000円
〔騎手変更〕 スペシャルリッチ号の騎手江田照男は，負傷のため酒井学に変更。

エクスシア号の騎手石川裕紀人は，第7日第8競走での落馬負傷のため井上敏樹に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スペシャルリッチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月19日まで平地

競走に出走できない。
※エクスシア号・タイセイパラゴン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09091 4月19日 小雨 良 （27中山3）第8日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時25分（番組第5競走を順序変更） （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

24 � アポロケンタッキー 牡3鹿 56 和田 竜二アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Doug
Branham 530＋ 21：53．7 3．7�

714 パワーポケット 牡3黒鹿56 浜中 俊柳原 達也氏 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 504＋ 4 〃 クビ 20．9�
23 ニットウスバル 牡3鹿 56 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 512＋ 41：54．01� 27．4�
815 ロードシャリオ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 466－ 61：54．21	 4．7�
816 エグランティーナ 牝3黒鹿54 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 502－ 2 〃 ハナ 31．1	
36 カ ラ マ 牡3鹿 56 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 新冠 柏木 一則 514－121：54．3クビ 12．7

47 ムーンレンジャー 牡3黒鹿56 武 豊大川 �史氏 本間 忍 新ひだか 岡田牧場 512－ 6 〃 クビ 5．2�
35 アオイオンリーワン 牡3栗 56 戸崎 圭太新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 496－181：54．4クビ 7．2
48 エグランティエ 牝3栗 54 石橋 脩�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 430－12 〃 ハナ 174．5�
510 トミケンシャルゴー 牡3鹿 56 菱田 裕二冨樫 賢二氏 和田正一郎 日高 豊洋牧場 506＋ 41：54．61	 17．8�
12 コスモアルマク 牡3青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム B476－ 4 〃 ハナ 10．9�
11 アンジュリンブレス 牡3青鹿56 大野 拓弥塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 496± 01：55．23
 45．5�
612 オーマイホース 牡3鹿 56 川島 信二髙岡 義雄氏 清水 英克 新ひだか 見上牧場 B468－ 21：55．52 114．2�
713 シゲルケンカヤマ 牡3栗 56 酒井 学森中 蕃氏 和田 雄二 浦河 馬道 繁樹 478± 01：55．7� 105．4�
59 ココスタイル 牡3芦 56 蛯名 正義林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 516－ 21：56．55 30．2�
611 コスモボアソルテ 牡3芦 56 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 480－ 41：56．92
 50．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，852，800円 複勝： 59，328，900円 枠連： 28，853，000円
馬連： 103，538，300円 馬単： 51，598，100円 ワイド： 50，434，000円
3連複： 129，653，800円 3連単： 164，941，700円 計： 631，200，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 530円 � 800円 枠 連（2－7） 4，640円

馬 連 �� 5，070円 馬 単 �� 8，450円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 1，810円 �� 7，640円

3 連 複 ��� 50，880円 3 連 単 ��� 251，750円

票 数

単勝票数 計 428528 的中 � 92604（1番人気）
複勝票数 計 593289 的中 � 125550（1番人気）� 24959（8番人気）� 15681（11番人気）
枠連票数 計 288530 的中 （2－7） 4811（16番人気）
馬連票数 計1035383 的中 �� 15813（18番人気）
馬単票数 計 515981 的中 �� 4578（31番人気）
ワイド票数 計 504340 的中 �� 9450（14番人気）�� 7245（20番人気）�� 1660（66番人気）
3連複票数 計1296538 的中 ��� 1911（147番人気）
3連単票数 計1649417 的中 ��� 475（719番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．5―49．3―1：02．0―1：14．4―1：27．0―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．3
1
3
14，15，10（3，11）12－（4，13）－8，9－（1，7）（2，16）－6，5
14（15，9）11（3，4）（10，12）8，13（2，7，6）（1，16）5

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

勝馬の
紹 介

�アポロケンタッキー �
�
父 Langfuhr �

�
母父 Gone West デビュー 2014．10．11 京都2着

2012．2．2生 牡3鹿 母 Dixiana Delight 母母 Lake Lady 7戦2勝 賞金 19，900，000円
〔騎手変更〕 オーマイホース号の騎手江田照男は，負傷のため川島信二に変更。
〔制裁〕 アポロケンタッキー号の騎手和田竜二は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

09092 4月19日 小雨 良 （27中山3）第8日 第8競走 ��
��1，200�

そ で が う ら

袖 ケ 浦 特 別
発走13時55分 （芝・右・外）
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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

34 ファントムロード 牡7鹿 57 C．ルメール �ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 488－ 21：08．2 2．1�
610 アブマーシュ 牝6鹿 55 戸崎 圭太伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 498＋ 41：08．41� 39．4�
46 モンマックス 牡5鹿 57 蛯名 正義�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 526－ 4 〃 クビ 4．6�
22 タガノザイオン 牡8鹿 57 武 豊八木 秀之氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490－ 41：08．5クビ 9．3�
33 コスモドーム 牡4鹿 57 柴田 大知 �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 506＋ 2 〃 クビ 5．2�
712 ラインロバート 牡6青鹿57 岩田 康誠大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 476－ 21：08．82 15．7	
711 クリノタカラチャン 牝5黒鹿55 嘉藤 貴行栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 416－ 41：08．9クビ 45．5

11 	 キングクリチャン 牡6栗 57 川島 信二栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B502＋121：09．11
 179．4�
45 サクセスフィリア 牝4鹿 55 内田 博幸髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 446＋ 6 〃 クビ 43．6�
813 ワキノコクリュウ 牡4青鹿57 浜中 俊脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 池田牧場 512－ 61：09．2クビ 9．9
814 ハワイアンシュガー 牡7黒鹿57 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 456＋ 21：09．3� 252．7�
69 	 レッドガルシア 牡6栗 57 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 中舘 英二 日高 下河辺牧場 B508－ 4 〃 ハナ 148．8�
58 	 セレブレートサマー 牝6栗 55 井上 敏樹柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 496± 0 〃 アタマ 141．1�
57 オリエンタルサン 牡5鹿 57 和田 竜二下井 道博氏 石栗 龍彦 浦河 東栄牧場 462－ 61：09．4クビ 52．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，518，800円 複勝： 53，105，000円 枠連： 26，320，000円
馬連： 106，821，900円 馬単： 57，024，600円 ワイド： 43，593，500円
3連複： 114，419，700円 3連単： 196，971，000円 計： 639，774，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 630円 � 160円 枠 連（3－6） 2，130円

馬 連 �� 4，200円 馬 単 �� 5，280円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 270円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 4，970円 3 連 単 ��� 28，420円

票 数

単勝票数 計 415188 的中 � 153195（1番人気）
複勝票数 計 531050 的中 � 169205（1番人気）� 12683（8番人気）� 84644（3番人気）
枠連票数 計 263200 的中 （3－6） 9535（9番人気）
馬連票数 計1068219 的中 �� 19706（14番人気）
馬単票数 計 570246 的中 �� 8090（19番人気）
ワイド票数 計 435935 的中 �� 7587（18番人気）�� 49589（2番人気）�� 4972（22番人気）
3連複票数 計1144197 的中 ��� 17234（16番人気）
3連単票数 計1969710 的中 ��� 5024（85番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．5―11．5―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．0―45．5―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファントムロード �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 パークリージエント デビュー 2011．2．20 東京2着

2008．3．7生 牡7鹿 母 ホクトペンダント 母母 ホクトビーナス 20戦4勝 賞金 72，529，000円
〔騎手変更〕 キングクリチャン号の騎手江田照男は，負傷のため川島信二に変更。
※セレブレートサマー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09093 4月19日 小雨 良 （27中山3）第8日 第9競走 ��
��2，000�

か の う ざ ん

鹿 野 山 特 別
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，26．4．19以降27．4．12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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

713 ライズトゥフェイム 牡5鹿 57 M．デムーロ �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋ 22：00．1 4．2�

59 キネオペガサス 牡4鹿 55 蛯名 正義吉田 千津氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 536＋ 82：00．31� 6．6�
48 エアルプロン 牡6鹿 56 C．ルメール �ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 496± 0 〃 ハナ 8．0�
11 ワールドレーヴ 牡5黒鹿55 浜中 俊嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 472＋ 8 〃 クビ 25．7�
47 リターントゥジェム 牡4黒鹿55 岩田 康誠西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 494＋ 2 〃 ハナ 13．3	
714 レイヌドネージュ 牝5鹿 53 横山 典弘 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 488－ 62：00．4クビ 19．3

612 ルミナスウォリアー 牡4鹿 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 466＋ 6 〃 クビ 3．3�
12 ヒールゼアハーツ 牡7栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 498－ 42：00．61� 46．1�
715 ハ ツ ガ ツ オ 牝4鹿 51 酒井 学江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 506＋ 2 〃 ハナ 45．5
35 トニーポケット 牡6鹿 54 川島 信二藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 B486± 02：00．7� 93．1�
23 マイネルシュライ 牡7青 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B492－ 4 〃 ハナ 145．0�

36 サウンドメモリー 牡4鹿 54 和田 竜二嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 480－ 22：00．8クビ 14．1�
611 ハイパーチャージ 	5鹿 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 496± 02：00．9
 19．7�
816 ダイワデッセー 牝6栗 52 菱田 裕二大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 504－ 2 〃 クビ 76．4�
24 ロジメジャー 牡6黒鹿54 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 496＋ 22：01．0クビ 32．2�
818 ナスノアオバ 牡4鹿 54 大野 拓弥�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 534－ 62：01．85 90．4�
817 コスモユウチャン 牡6鹿 54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 中村 和夫 472± 02：01．9� 252．4�
510 ヒロノプリンス 牡5鹿 57 三浦 皇成サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 468－ 42：02．11� 33．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 48，915，900円 複勝： 72，844，600円 枠連： 38，310，100円
馬連： 151，392，600円 馬単： 66，849，600円 ワイド： 67，602，200円
3連複： 182，276，800円 3連単： 250，637，400円 計： 878，829，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 230円 � 250円 枠 連（5－7） 1，120円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 690円 �� 620円 �� 910円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 16，930円

票 数

単勝票数 計 489159 的中 � 93117（2番人気）
複勝票数 計 728446 的中 � 118768（2番人気）� 80649（3番人気）� 71444（4番人気）
枠連票数 計 383101 的中 （5－7） 26330（5番人気）
馬連票数 計1513926 的中 �� 66930（5番人気）
馬単票数 計 668496 的中 �� 15616（8番人気）
ワイド票数 計 676022 的中 �� 25095（5番人気）�� 28449（4番人気）�� 18599（6番人気）
3連複票数 計1822768 的中 ��� 36175（6番人気）
3連単票数 計2506374 的中 ��� 10733（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．0―36．7―49．1―1：01．5―1：13．2―1：25．0―1：36．8―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

ライズトゥフェイム �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Barathea デビュー 2012．12．9 中山4着

2010．3．30生 牡5鹿 母 バラファミー 母母 Infamy 16戦4勝 賞金 60，872，000円
〔騎手変更〕 ハツガツオ号の騎手江田照男は，負傷のため酒井学に変更。
〔制裁〕 ワールドレーヴ号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）

エアルプロン号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
※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） 1頭 アルティスト号
（非抽選馬） 1頭 メイショウビリーヴ号

09094 4月19日 小雨 良 （27中山3）第8日 第10競走 ��
��1，200�

けいよう

京葉ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，26．4．19以降27．4．12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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 1，050，000
1，050，000

円
円

付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード
中央レコード

1：08．7
1：08．7

重
重

611 レーザーバレット 牡7鹿 56 横山 典弘前田 葉子氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 482＋ 21：10．4 2．9�
815 ペイシャモンシェリ 牡4鹿 54 福永 祐一北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 468＋ 61：10．5� 6．2�
816 ラヴィアンクレール 牡7黒鹿54 M．デムーロ �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 460－ 6 〃 ハナ 12．1�
36 キクノストーム 牡6鹿 56 戸崎 圭太菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 500＋ 6 〃 アタマ 33．5�
12 メイショウノーベル 牡6栗 55 蛯名 正義松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 506＋ 61：10．6クビ 8．1�
612 マルカバッケン 牡8鹿 57 田中 勝春日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 486－ 6 〃 同着 37．5	
48 � サウンドガガ 牝6黒鹿54 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 米

Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

498－ 4 〃 クビ 6．7

23 タイセイファントム 牡7鹿 56 内田 博幸田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 456± 01：10．7	 47．6�
47 � ナンチンノン 牡4栗 55 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 526＋ 61：10．8� 8．3�
714� エスメラルディーナ 牝4鹿 54 柴山 雄一吉田 和美氏 斎藤 誠 米 Classic Thor-

oughbred XXIII 492－151：10．9	 19．3
11 ミヤジエルビス 牡5青鹿54 三浦 皇成曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 488＋ 41：11．0� 37．0�
510 スリーボストン 牡8鹿 56 石橋 脩永井商事� 野中 賢二 浦河 杵臼斉藤牧場 504＋ 41：11．63	 144．6�
24 カフェシュプリーム 牡6鹿 54 和田 竜二西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 506－ 61：11．7	 98．7�
713� ベストルーラー 牡4黒鹿54 岩田 康誠馬場 幸夫氏 石坂 正 米 J. Adcock 500± 0 〃 同着 20．1�
35 タガノトネール 
5鹿 55 菱田 裕二八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490－121：12．12	 29．0�
59 ブルーストーン 牝4黒鹿52 柴田 大知 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋101：12．31	 45．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 60，467，900円 複勝： 88，664，800円 枠連： 58，038，500円
馬連： 210，674，300円 馬単： 92，687，100円 ワイド： 86，152，700円
3連複： 251，921，800円 3連単： 362，754，500円 計： 1，211，361，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 200円 � 320円 枠 連（6－8） 680円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 600円 �� 810円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 4，530円 3 連 単 ��� 17，430円

票 数

単勝票数 計 604679 的中 � 163603（1番人気）
複勝票数 計 886648 的中 � 212632（1番人気）� 106077（2番人気）� 56384（6番人気）
枠連票数 計 580385 的中 （6－8） 65374（2番人気）
馬連票数 計2106743 的中 �� 127360（3番人気）
馬単票数 計 926871 的中 �� 32245（4番人気）
ワイド票数 計 861527 的中 �� 38113（4番人気）�� 27073（5番人気）�� 20967（9番人気）
3連複票数 計2519218 的中 ��� 41705（8番人気）
3連単票数 計3627545 的中 ��� 15083（23番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．5―12．1―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．8―45．9―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーザーバレット �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2010．12．12 中山1着

2008．5．11生 牡7鹿 母 コンプリカーター 母母 オールアバウトスタイル 19戦7勝 賞金 129，029，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ベストルーラー号の騎手岩田康誠は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・11番・10番）

レーザーバレット号の騎手横山典弘は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 アルバタックス号・クライスマイル号・グラッツィア号・サウンドトゥルー号・サウンドリアーナ号・

サンマルデューク号・シセイオウジ号・シンボリエンパイア号・ダイヤノゲンセキ号・ドレッドノート号・
ニザエモン号・ネオザウイナー号・ヒメサクラ号・メイショウツチヤマ号・ランリョウオー号

２レース目



09095 4月19日 曇 良 （27中山3）第8日 第11競走 ��
��2，000�第75回皐 月 賞（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
牡・牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，牡馬57�，牝馬55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・中山馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 97，000，000円 39，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，700，000円
付 加 賞 30，100，000円 8，600，000円 4，300，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：57．8
1：56．1
1：58．0

良
良
良

22 ドゥラメンテ 牡3鹿 57 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 486－ 21：58．2 4．6�
35 リアルスティール 牡3鹿 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502－ 41：58．41� 3．8�
47 キタサンブラック 牡3鹿 57 浜中 俊�大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 510＋ 61：58．82� 9．7�
11 ブライトエンブレム 牡3鹿 57 田辺 裕信 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 アタマ 11．4�
814 クラリティスカイ 牡3鹿 57 横山 典弘杉山 忠国氏 友道 康夫 新冠 パカパカ

ファーム 482＋ 21：58．9� 52．1�
58 サトノクラウン 牡3黒鹿57 C．ルメール 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474－ 8 〃 ハナ 3．1	
59 ミュゼエイリアン 牡3鹿 57 柴山 雄一髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 478＋ 21：59．0クビ 62．0

611 ダノンリバティ 牡3鹿 57 岩田 康誠�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：59．1� 43．1�
23 スピリッツミノル 牡3栗 57 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 476－ 81：59．31� 31．2
713 コ メ ー ト 牡3黒鹿57 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 486－ 41：59．51	 236．0�
815 ダノンプラチナ 牡3芦 57 蛯名 正義�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 466－ 6 〃 アタマ 10．3�
610 ベ ル ー フ 牡3鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B472－ 41：59．81
 19．3�
46 タガノエスプレッソ 牡3鹿 57 菱田 裕二八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442＋ 22：00．11
 109．3�
712 ベ ル ラ ッ プ 牡3鹿 57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B500± 02：01．48 122．3�
34 ワンダーアツレッタ 牡3黒鹿57 柴田 大知山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 472－ 82：02．14 198．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 771，290，200円 複勝： 688，557，000円 枠連： 498，777，600円 馬連： 2，468，529，900円 馬単： 1，287，997，700円
ワイド： 804，041，300円 3連複： 3，208，731，600円 3連単： 7，109，855，400円 5重勝： 730，719，100円 計： 17，568，499，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 150円 � 290円 枠 連（2－3） 780円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，130円 �� 860円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 12，360円

5 重 勝
対象競走：阪神10R／中山10R／福島11R／阪神11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 189，300円

票 数

単勝票数 計7712902 的中 � 1340233（3番人気）
複勝票数 計6885570 的中 � 938202（3番人気）� 1444971（2番人気）� 502391（6番人気）
枠連票数 計4987776 的中 （2－3） 489949（3番人気）
馬連票数 計24685299 的中 �� 2406071（2番人気）
馬単票数 計12879977 的中 �� 630087（4番人気）
ワイド票数 計8040413 的中 �� 580998（3番人気）�� 172514（14番人気）�� 232630（9番人気）
3連複票数 計32087316 的中 ��� 772418（10番人気）
3連単票数 計71098554 的中 ��� 416711（30番人気）
5重勝票数 差引計7307191（返還計 5299） 的中 ����� 2702

ハロンタイム 12．5―10．7―12．0―11．8―12．2―12．2―12．1―11．7―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．2―35．2―47．0―59．2―1：11．4―1：23．5―1：35．2―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．7
1
3
14－7，4（3，5，13）（9，15）（1，6，12）8（2，11）10
14，7（3，4）（5，13，12）（1，9，15）（2，6）8（11，10）

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

勝馬の
紹 介

ドゥラメンテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．12 東京2着

2012．3．22生 牡3鹿 母 アドマイヤグルーヴ 母母 エアグルーヴ 5戦3勝 賞金 160，346，000円
〔制裁〕 ドゥラメンテ号の騎手M．デムーロは，4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：12番・15番・6番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりドゥラメンテ号・リアルスティール号・キタサンブラック号・ブライトエンブレム号は，東京優駿（GⅠ）競走
に優先出走できる。

09096 4月19日 曇 良 （27中山3）第8日 第12競走 ��
��1，600�

しゅんきょう

春興ステークス
発走16時25分 （芝・右・外）
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 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

79 サトノアラジン 牡4鹿 57 C．ルメール 里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 526－ 81：34．2 2．0�
67 ダ ロ ー ネ ガ 牡6鹿 57 浜中 俊 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 500＋ 6 〃 クビ 17．1�
22 マルタカシクレノン 牡7青鹿57 和田 竜二國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 510－121：34．41� 38．9�
810	 シベリアンスパーブ 牡6鹿 57 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 504± 01：34．5
 25．3�
11 エンドレスノット 牝6鹿 55 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488－10 〃 ハナ 19．1	
44 カフェリュウジン 牡5鹿 57 柴田 大知西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 534－ 21：34．71 10．1

33 チェリーヒロイン 牝6栗 55 横山 典弘伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 420－ 81：34．8� 6．5�
811 サトノネプチューン 牡5鹿 57 福永 祐一里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 500± 01：34．9
 7．9�
55 オメガキングティー 牡5鹿 57 M．デムーロ原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 478＋ 21：35．1
 5．6
66  キョウエイバサラ 牡7芦 57 柴田 善臣田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 526＋ 21：35．2� 74．5�
78 キッズニゴウハン 牡7栗 57 岩田 康誠瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B496＋121：35．3� 101．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 102，178，000円 複勝： 119，950，700円 枠連： 48，728，100円
馬連： 272，147，700円 馬単： 150，135，400円 ワイド： 115，163，400円
3連複： 301，688，100円 3連単： 720，489，100円 計： 1，830，480，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 350円 � 590円 枠 連（6－7） 1，050円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，190円 �� 5，050円

3 連 複 ��� 12，440円 3 連 単 ��� 33，330円

票 数

単勝票数 計1021780 的中 � 406562（1番人気）
複勝票数 計1199507 的中 � 348601（1番人気）� 71002（7番人気）� 38372（9番人気）
枠連票数 計 487281 的中 （6－7） 35882（4番人気）
馬連票数 計2721477 的中 �� 144485（5番人気）
馬単票数 計1501354 的中 �� 60888（6番人気）
ワイド票数 計1151634 的中 �� 45109（7番人気）�� 24913（13番人気）�� 5582（38番人気）
3連複票数 計3016881 的中 ��� 18180（40番人気）
3連単票数 計7204891 的中 ��� 15670（111番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―11．6―11．5―11．4―11．6―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．9―36．5―48．0―59．4―1：11．0―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノアラジン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．8．10 新潟1着

2011．2．16生 牡4鹿 母 マジックストーム 母母 Foppy Dancer 12戦4勝 賞金 90，461，000円
〔騎手変更〕 キッズニゴウハン号の騎手江田照男は，負傷のため岩田康誠に変更。

５レース目



（27中山3）第8日 4月19日（日曜日） 晴後曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

396，940，000円
2，080，000円
5，580，000円
45，010，000円
36，920，000円
72，710，000円
5，172，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
1，240，962，100円
1，366，527，300円
813，085，300円
3，737，577，100円
1，970，636，500円
1，374，789，400円
4，702，379，000円
9，677，979，100円
730，719，100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
5 重 勝
計 25，614，654，900円

総入場人員 52，105名 （有料入場人員 48，610名）



平成27年度 第3回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，411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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

2，144，000，000円
12，480，000円
53，580，000円
58，390，000円
197，130，000円
4，000，000円
563，512，000円
41，096，400円
13，545，600円

勝馬投票券売得金
4，530，910，800円
6，501，868，600円
3，187，517，100円
13，532，522，200円
6，844，858，700円
5，597，924，700円
16，464，264，300円
29，340，397，800円
1，487，801，300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
5 重 勝
計 87，488，065，500円

総入場延人員 213，801名 （有料入場延人員 197，470名）
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