
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

09061 4月10日 曇 稍重 （28中山3）第6日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55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 マ ー ヤ 牝3鹿 54 内田 博幸中田 和宏氏 小笠 倫弘 平取 船越 伸也 442－ 41：56．3 1．5�
46 ダークフォース 牝3鹿 54 田辺 裕信田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 484－ 41：56．61� 7．4�
712 ア ウ ア ウ 牝3鹿 54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 492＋ 2 〃 クビ 10．2�
59 ニシノグリヨン 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹西村 亮二氏 奥平 雅士 新ひだか 沼田 照秋 474± 01：57．02� 9．2�
34 ギブナッシンバック 牝3栗 54 吉田 豊髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 小島牧場 458＋ 21：57．21� 111．9�
713 ヴァタルサイビーチ 牝3鹿 54 藤岡 佑介窪田 康志氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 448＋101：57．41� 293．2	
47 フラワーオブライフ 牝3鹿 54 川島 信二前田 葉子氏 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋ 8 〃 クビ 13．3

610 カ タ ス ミ 牝3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 伊藤 正徳 新冠 飛渡牧場 412－ 21：57．5クビ 108．1�
22 キタノスズラン 牝3鹿 54 柴田 善臣 �フジワラ・ファーム 土田 稔 浦河 谷口牧場 B438－ 2 〃 アタマ 194．0
11 ショコラミント 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人飯田 正剛氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 526－ 21：57．81� 28．1�
814 リュイールスター 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 61：57．9� 10．8�
23 ソ ノ ラ 牝3黒鹿54 柴山 雄一山本 武司氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 478 ― 〃 クビ 94．4�
58 オンザウインド 牝3鹿 54 大野 拓弥街風 �雄氏 国枝 栄 安平 追分ファーム 498 ―1：58．32� 34．7�
611 ブライティアベル 牝3栗 54 村田 一誠小林 昌志氏 的場 均 平取 雅 牧場 454＋ 41：58．93� 96．0�
35 サ ン パ ス コ 牝3鹿 54 武士沢友治加藤 信之氏 武市 康男 浦河 斉藤 政志 456＋ 42：00．17 371．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，576，200円 複勝： 44，969，000円 枠連： 12，704，300円
馬連： 50，668，300円 馬単： 28，950，800円 ワイド： 27，464，600円
3連複： 68，560，700円 3連単： 104，993，800円 計： 357，887，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 170円 枠 連（4－8） 370円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 220円 �� 290円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 3，060円

票 数

単勝票数 計 195762 的中 � 98497（1番人気）
複勝票数 計 449690 的中 � 253422（1番人気）� 45424（2番人気）� 32219（4番人気）
枠連票数 計 127043 的中 （4－8） 26087（1番人気）
馬連票数 計 506683 的中 �� 68258（1番人気）
馬単票数 計 289508 的中 �� 26375（1番人気）
ワイド票数 計 274646 的中 �� 35826（1番人気）�� 24624（2番人気）�� 11038（5番人気）
3連複票数 計 685607 的中 ��� 47626（1番人気）
3連単票数 計1049938 的中 ��� 24815（1番人気）

ハロンタイム 12．4―12．1―13．3―13．5―13．0―12．7―12．3―13．0―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．5―37．8―51．3―1：04．3―1：17．0―1：29．3―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．3
1
3
9（11，14）（7，15）（1，12）－10，4，13，6－（2，5）8－3・（9，11，14，15）（7，1，12）（10，6）4－8（2，13，3）5

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

勝馬の
紹 介

マ ー ヤ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2015．12．20 中山2着

2013．4．16生 牝3鹿 母 アティーナラビット 母母 パーティランド 4戦1勝 賞金 11，100，000円

09062 4月10日 曇 稍重 （28中山3）第6日 第2競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

510 オレオールカフェ 牡3黒鹿56 武 幸四郎西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 450－ 41：13．2 1．9�
47 ブレイジングサン 牡3黒鹿56 内田 博幸�Basic 尾形 充弘 新冠 佐藤牧場 572＋481：13．41� 10．9�
12 ルクレツィア 牝3鹿 54 柴田 善臣髙橋 貴士氏 武藤 善則 日高 中前牧場 414－ 6 〃 ハナ 41．5�
815 ハヤブサミカリン 牝3芦 54 国分 優作武田 修氏 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム B454± 0 〃 アタマ 24．2�
48 ビュウイモン 牝3鹿 54 二本柳 壮井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 432－ 21：13．61� 247．9�
36 タケルアロー 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人森 保彦氏 加藤 征弘 日高 沖田牧場 B452－ 21：13．81� 2．4	
24 フレンドリトル 牡3芦 56 村田 一誠戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 B434＋ 6 〃 アタマ 415．0

59 ジークフリート 牡3青鹿56 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 468± 01：13．9� 19．1�
23 アンダーザサン 牡3鹿 56 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 504－101：14．21� 22．3
35 サンライフル 牡3鹿 56 岩部 純二加藤 信之氏 的場 均 新冠 樋渡 志尚 468－10 〃 クビ 27．8�
714 カシノミライ 牝3黒鹿54 大野 拓弥柏木 務氏 二本柳俊一 平取 協栄組合 410＋ 21：14．62� 315．2�
611 シンデレラストリー 牝3栗 54 嘉藤 貴行柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 浦河 地興牧場 438＋161：14．92 175．2�
612 エクセレントロード 牡3黒鹿56 木幡 初広河村 祥史氏 萱野 浩二 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：15．64 568．2�
816 ダイメイグッド 牝3黒鹿54 西田雄一郎宮本 昇氏 石栗 龍彦 日高 日高大洋牧場 432－ 21：15．91� 546．9�
713 ピタゴラステッキ 牡3鹿 56 江田 照男石山 嘉七氏 本間 忍 日高 シンボリ牧場 478－ 6 〃 クビ 59．8�
11 ブラーヴロワ 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 470± 01：16．85 390．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，947，400円 複勝： 45，564，300円 枠連： 14，264，900円
馬連： 58，749，000円 馬単： 36，522，900円 ワイド： 28，530，000円
3連複： 70，694，900円 3連単： 123，570，800円 計： 399，844，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 440円 � 580円 枠 連（4－5） 1，170円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 670円 �� 950円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 7，780円 3 連 単 ��� 22，840円

票 数

単勝票数 計 219474 的中 � 90685（1番人気）
複勝票数 計 455643 的中 � 196429（1番人気）� 17012（4番人気）� 12064（8番人気）
枠連票数 計 142649 的中 （4－5） 9392（2番人気）
馬連票数 計 587490 的中 �� 31439（2番人気）
馬単票数 計 365229 的中 �� 11233（4番人気）
ワイド票数 計 285300 的中 �� 11363（5番人気）�� 7798（12番人気）�� 2102（22番人気）
3連複票数 計 706949 的中 ��� 6812（21番人気）
3連単票数 計1235708 的中 ��� 3922（52番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．3―12．3―12．8―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．8―46．1―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オレオールカフェ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kaldoun デビュー 2015．7．19 福島2着

2013．3．16生 牡3黒鹿 母 コ ミ ラ ス 母母 Rive Du Sud 7戦1勝 賞金 11，850，000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。
（非当選馬） 4頭 アルマラナキラ号・イデアオブダンディ号・サンオカラ号・テセラグッドノーズ号

第３回 中山競馬 第６日



09063 4月10日 曇 稍重 （28中山3）第6日 第3競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

816 ナンヨーアーミー 牡3鹿 56 藤岡 佑介中村 德也氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 532± 01：55．0 3．9�
59 サ ラ セ ニ ア 牡3芦 56 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 464± 01：55．21� 1．6�
47 ジャンボスピリット 牝3栗 54 田辺 裕信田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 452－ 81：56．47 27．5�
24 ヤマトカジノ 牡3栗 56 内田 博幸醍醐 徹氏 田村 康仁 日高 庄野牧場 484＋ 41：57．03� 11．4�
815 キタノカミカゼ 牡3栗 56 大野 拓弥北所 直人氏 菅原 泰夫 新ひだか 山際牧場 460－101：57．1� 200．0�
611 デンコウイッセン 牡3鹿 56 武 幸四郎田中 康弘氏 小島 太 新ひだか 三石川上牧場 482－ 4 〃 アタマ 20．9�
35 ラブジェネラル 牡3芦 56 武士沢友治オールラブクラブ 田島 俊明 新ひだか 高橋 修 468＋ 41：57．84 84．4	
510 タイセイブラスト 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人田中 成奉氏 菊川 正達 日高 日西牧場 498＋ 41：57．9� 16．9

36 ジャンセンノ 牡3栗 56 二本柳 壮浅野 正敏氏 柴田 政人 平取 清水牧場 456＋ 11：58．85 408．4�
713 グリーンベレー 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 B472± 01：59．01 368．9�
612 リベレイション 牡3鹿 56 西田雄一郎吉岡 泰治氏 西村 真幸 新ひだか 桑嶋 峰雄 498－ 41：59．53 239．8
23 サンナシュア 牝3芦 54 村田 一誠加藤 信之氏 中野 栄治 新ひだか 井高牧場 462＋ 21：59．71� 365．7�
12 トータルビクトリー 牡3鹿 56 江田 照男�明栄商事 小野 次郎 平取 稲原牧場 480＋ 22：00．02 8．2�
48 グラーティア 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹岡田 繁幸氏 奥平 雅士 浦河 中脇 満 426＋ 22：01．27 290．8�
714 イーサンスプリント 牝3鹿 54 柴田 善臣国本 勇氏 松永 康利 新ひだか 飛野牧場 462－ 42：01．41� 564．0�
11 シンボリアース 牡3黒鹿56 平野 優シンボリ牧場 尾形 和幸 浦河 丸幸小林牧場 444± 02：02．99 568．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，653，700円 複勝： 84，314，300円 枠連： 14，445，500円
馬連： 57，958，900円 馬単： 37，920，300円 ワイド： 32，365，700円
3連複： 73，051，500円 3連単： 127，741，900円 計： 454，451，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 110円 � 270円 枠 連（5－8） 260円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 160円 �� 930円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 6，490円

票 数

単勝票数 計 266537 的中 � 54462（2番人気）
複勝票数 計 843143 的中 � 70159（2番人気）� 621247（1番人気）� 18347（7番人気）
枠連票数 計 144455 的中 （5－8） 41609（1番人気）
馬連票数 計 579589 的中 �� 152242（1番人気）
馬単票数 計 379203 的中 �� 36895（2番人気）
ワイド票数 計 323657 的中 �� 65968（1番人気）�� 7088（12番人気）�� 16526（5番人気）
3連複票数 計 730515 的中 ��� 37769（5番人気）
3連単票数 計1277419 的中 ��� 14258（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．0―50．2―1：02．9―1：15．6―1：28．5―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナンヨーアーミー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．11．7 東京3着

2013．2．3生 牡3鹿 母 シャルルヴォア 母母 フリーヴァケイション 4戦1勝 賞金 7，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラーティア号・イーサンスプリント号・シンボリアース号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成28年5月10日まで平地競走に出走できない。

09064 4月10日 晴 良 （28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

47 ラ ペ ル ト ワ 牝3青 54 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 496－ 22：02．7 6．5�

713 ベアインマインド 牝3鹿 54 柴山 雄一宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 418－ 62：02．8� 16．7�
24 アルスフェルト 牝3黒鹿54 内田 博幸�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 4 〃 クビ 3．1�
816 ツ ボ ミ 牝3黒鹿54 北村 宏司石川 達絵氏 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 478－ 42：03．12 1．9�
715 アフィニータ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 476 ― 〃 アタマ 44．5	
48 ガラスダマノピアス 牝3鹿 54 藤岡 佑介副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 460－ 42：03．41� 17．1

12 フェルクレール 牝3芦 54

53 ☆石川裕紀人米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 404－ 22：03．5クビ 23．2�
612 ウインガーネット 牝3黒鹿54 武士沢友治�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 480＋122：03．81� 29．6�
59 サンカーニー 牝3芦 54 二本柳 壮加藤 信之氏 高橋 文雅 新ひだか 米田 和子 B458－ 42：04．01� 554．4
36 ベニバナルートイン 牝3鹿 54 西田雄一郎ベニバナ組合 小野 次郎 むかわ 渡辺 隆 436＋ 62：04．1� 583．0�
510 ケ ッ ト シ ー 牝3鹿 54 江田 照男�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 452＋ 4 〃 アタマ 396．1�
35 ハーディーレディー 牝3鹿 54 柴田 善臣渡邊 隆氏 土田 稔 新冠 森 牧場 442－ 2 〃 クビ 301．8�
611 メイクユアデイ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹 �北星村田牧場 藤沢 和雄 新冠 北星村田牧場 502＋ 82：04．31� 48．8�
817 デルマセンヒメ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行浅沼 廣幸氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 448＋122：04．4クビ 361．0�
714 ルガノスター 牝3鹿 54 武 幸四郎堀 祥子氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 418－10 〃 クビ 540．5�
818 タイトルラッシュ 牝3鹿 54 岩部 純二 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか 森 俊雄 440＋ 82：04．82� 368．6�
11 ウインフィロソフィ 牝3黒鹿54 村田 一誠�ウイン 奥村 武 新冠 コスモヴューファーム 404± 02：05．22� 283．3�
23 カシマペパーミント 牝3黒鹿54 国分 優作松浦 一久氏 奥村 武 茨城 栗山 道郎 466－ 42：07．3大差 150．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，204，400円 複勝： 54，284，900円 枠連： 18，465，400円
馬連： 64，002，300円 馬単： 39，656，000円 ワイド： 33，601，000円
3連複： 78，541，400円 3連単： 127，455，500円 計： 451，210，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 290円 � 400円 � 180円 枠 連（4－7） 2，090円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 7，190円

ワ イ ド �� 990円 �� 410円 �� 980円

3 連 複 ��� 4，960円 3 連 単 ��� 40，100円

票 数

単勝票数 計 352044 的中 � 42928（3番人気）
複勝票数 計 542849 的中 � 45823（3番人気）� 30507（4番人気）� 93213（2番人気）
枠連票数 計 184654 的中 （4－7） 6847（7番人気）
馬連票数 計 640023 的中 �� 13251（11番人気）
馬単票数 計 396560 的中 �� 4135（19番人気）
ワイド票数 計 336010 的中 �� 8365（11番人気）�� 22686（3番人気）�� 8475（10番人気）
3連複票数 計 785414 的中 ��� 11874（16番人気）
3連単票数 計1274555 的中 ��� 2304（109番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．5―49．4―1：02．8―1：15．1―1：27．6―1：39．4―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．1
1
3
1（3，11）4（8，16）（2，6，13，18）15，7（10，17）（9，14）12，5・（1，3，15）16（4，11，7）13（2，18）（8，6，17）10（5，9）（14，12）

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

勝馬の
紹 介

ラ ペ ル ト ワ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2015．9．12 中山4着

2013．3．12生 牝3青 母 ティーアイディップ 母母 シ ェ ー マ 9戦1勝 賞金 8，700，000円
※ウインフィロソフィ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09065 4月10日 晴 良 （28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

714 ヨ イ ミ ヤ 牝3栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 402＋ 21：35．6 4．4�
36 ナッツスター 牡3鹿 56 西田雄一郎早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 448－ 2 〃 クビ 42．5�
510 ニシノハナムスメ 牝3青鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 上原 博之 新冠 村上 欽哉 466 ―1：35．81� 25．2�
611 ニシノケイト 牝3鹿 54 吉田 豊西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 パカパカ

ファーム 454－ 41：35．9� 3．1�
59 エーデルメイシュ 牝3鹿 54 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 474－ 21：36．0クビ 12．0	
713 ショウナンサスケ 牡3鹿 56 藤岡 佑介国本 哲秀氏 高橋 文雅 浦河 大北牧場 466 ― 〃 クビ 38．8

816 ジュエリーストーム 牝3鹿 54 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－ 21：36．1� 5．9�
612 コスモレティクルム 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 2 〃 ハナ 7．4�
24 ハ ン ナ 牝3鹿 54 江田 照男坂本 肇氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム 398－ 21：36．41� 8．0
12 イルミナーレ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�広富牧場 小桧山 悟 日高 広富牧場 414－161：36．5クビ 117．3�
47 バルトルディ 牡3鹿 56 田辺 裕信桑畑 �信氏 浅野洋一郎 新ひだか タイヘイ牧場 492－ 81：36．81� 15．5�
23 ソラトウミノアオ 牝3鹿 54 川島 信二大久保和夫氏 勢司 和浩 浦河 田中スタッド 428－10 〃 クビ 420．8�
48 ス ー リ ー ズ 牝3鹿 54 国分 優作岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 天羽 禮治 450± 01：36．9クビ 245．0�
11 ツクバキセキ 牡3鹿 56 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 438－ 21：37．0	 133．3�
815 ワタシニマカセテ 牝3鹿 54 木幡 初広髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 424－ 61：37．1	 283．8�
35 シャンテヴィーヴァ 牝3鹿 54 村田 一誠 �社台レースホース勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ―1：37．2� 60．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，564，200円 複勝： 42，370，100円 枠連： 17，907，800円
馬連： 64，948，900円 馬単： 32，786，400円 ワイド： 35，382，900円
3連複： 81，711，100円 3連単： 107，115，300円 計： 409，786，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 700円 � 750円 枠 連（3－7） 5，600円

馬 連 �� 7，150円 馬 単 �� 11，030円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 2，390円 �� 13，380円

3 連 複 ��� 63，300円 3 連 単 ��� 289，770円

票 数

単勝票数 計 275642 的中 � 49202（2番人気）
複勝票数 計 423701 的中 � 75436（2番人気）� 13722（8番人気）� 12797（9番人気）
枠連票数 計 179078 的中 （3－7） 2478（18番人気）
馬連票数 計 649489 的中 �� 7031（24番人気）
馬単票数 計 327864 的中 �� 2228（37番人気）
ワイド票数 計 353829 的中 �� 6225（17番人気）�� 3832（25番人気）�� 666（64番人気）
3連複票数 計 817111 的中 ��� 968（121番人気）
3連単票数 計1071153 的中 ��� 268（592番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．1―12．3―12．2―11．9―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．2―36．3―48．6―1：00．8―1：12．7―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヨ イ ミ ヤ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．9．20 中山2着

2013．3．13生 牝3栗 母 パ リ ー ジ ョ 母母 アレグリアス 9戦1勝 賞金 14，350，000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。
（非当選馬） 2頭 クリンクリン号・ゴールドサミット号
（非抽選馬） 2頭 サイモンジェッター号・ハヤブササンサン号

09066 4月10日 晴 稍重 （28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 910，000
910，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

47 アルセナーレ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 502± 01：54．6 16．1�
59 モルゲンロート 牡3鹿 56 嘉藤 貴行武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 460± 0 〃 ハナ 5．7�
611 カズノテイオー 牡3黒鹿56 柴山 雄一鈴木 可一氏 田村 康仁 浦河 大道牧場 472± 01：54．7クビ 39．1�
612 プライズコレクター 牡3栗 56 吉田 豊�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 482＋ 81：55．01� 5．9�
714� アンナペレンナ 牝3芦 54 川島 信二中辻 明氏 西園 正都 米 Extern De-

velopments 504－ 4 〃 同着 54．9�
24 ロッジポールパイン 牡3青鹿56 柴田 善臣大野 富生氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 524－ 6 〃 クビ 79．2	
510 コスモヒドラ 牡3鹿 56 江田 照男 
ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 2 〃 ハナ 71．8�
11 バルダッサーレ 牡3黒鹿56 北村 宏司伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 480＋ 21：55．1クビ 12．2�
713 スケールアップ 牡3黒鹿56 内田 博幸髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 498－ 41：55．31	 2．9
23 
 フレンドミラクル 牡3栗 56 武士沢友治横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 450－ 81：55．51� 207．8�
36 ビレッジゴールド 牡3栗 56

55 ☆石川裕紀人村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム 466－ 21：55．6クビ 24．1�

35 アポロナイスジャブ 牡3栗 56 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 432－ 21：56．02� 9．3�
12 シゲルナガイワシ 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹森中 蕃氏 小野 次郎 日高 船越牧場 B454＋ 41：56．21	 328．0�
48 シトラスクーラー �3鹿 56 藤岡 佑介�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 458± 01：57．15 97．8�
815 トウケイフクキタル 牡3栗 56 国分 優作木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 466＋ 41：57．2クビ 5．7�
816 カジノクイーン 牝3栗 54 武 幸四郎内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 B442－ 41：58．05 75．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，235，200円 複勝： 50，649，400円 枠連： 18，216，700円
馬連： 79，386，500円 馬単： 34，892，200円 ワイド： 42，832，700円
3連複： 95，542，300円 3連単： 114，934，500円 計： 465，689，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 390円 � 210円 � 790円 枠 連（4－5） 2，720円

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 9，660円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 5，460円 �� 3，440円

3 連 複 ��� 47，010円 3 連 単 ��� 256，390円

票 数

単勝票数 計 292352 的中 � 14496（7番人気）
複勝票数 計 506494 的中 � 32291（7番人気）� 75893（2番人気）� 14244（9番人気）
枠連票数 計 182167 的中 （4－5） 5183（13番人気）
馬連票数 計 793865 的中 �� 15085（16番人気）
馬単票数 計 348922 的中 �� 2708（37番人気）
ワイド票数 計 428327 的中 �� 8515（14番人気）�� 1987（46番人気）�� 3178（35番人気）
3連複票数 計 955423 的中 ��� 1524（115番人気）
3連単票数 計1149345 的中 ��� 325（650番人気）

ハロンタイム 12．3―12．1―13．1―13．0―12．9―11．9―12．5―12．6―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．4―37．5―50．5―1：03．4―1：15．3―1：27．8―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルセナーレ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．8．9 新潟6着

2013．3．15生 牝3鹿 母 エアジュリアード 母母 ジャズキャット 9戦2勝 賞金 19，550，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ナンヨーファミユ号



09067 4月10日 晴 稍重 （28中山3）第6日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時15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
2：28．8
2：28．6

重
不良

88 ガ ヤ ル ド 牡5鹿 57 内田 博幸佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 460± 02：36．0 2．0�
77 アンジュリンブレス 牡4青鹿57 藤岡 佑介塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 B498＋ 22：36．74 6．8�
44 � レオナビゲート 牡5黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹�レオ 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 484－ 82：37．33	 5．4�
55 オアフライダー 牡6鹿 57 大野 拓弥 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 タバタファーム B492± 0 〃 アタマ 24．6�
66 インパルション 
7鹿 57 江田 照男岡田 牧雄氏 大江原 哲 日高 出口牧場 464－ 42：37．4� 28．4�
22 � クリノエビスジン 牡5鹿 57 柴山 雄一栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 イズモリファーム 482＋ 42：37．5クビ 14．0	
33 � アメリカンゴールド 牡4鹿 57 吉田 豊吉澤 克己氏 戸田 博文 愛 Society Selec-

tion Syndicate B534± 02：37．92	 39．5

89 � ユーガッタフレンド 牡5鹿 57 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 494＋ 42：38．22 128．8�
11 � ペイシャゴンジセ 牡5鹿 57 西田雄一郎北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 480－ 62：40．7大差 3．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 27，764，800円 複勝： 39，538，800円 枠連： 12，870，600円
馬連： 60，564，700円 馬単： 37，853，800円 ワイド： 30，229，400円
3連複： 74，028，800円 3連単： 159，055，900円 計： 441，906，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 180円 � 170円 枠 連（7－8） 500円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 270円 �� 330円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 3，520円

票 数

単勝票数 計 277648 的中 � 105843（1番人気）
複勝票数 計 395388 的中 � 158704（1番人気）� 40781（4番人気）� 42304（3番人気）
枠連票数 計 128706 的中 （7－8） 19579（2番人気）
馬連票数 計 605647 的中 �� 94374（2番人気）
馬単票数 計 378538 的中 �� 38261（2番人気）
ワイド票数 計 302294 的中 �� 31428（2番人気）�� 23934（3番人気）�� 10998（7番人気）
3連複票数 計 740288 的中 ��� 53883（3番人気）
3連単票数 計1590559 的中 ��� 32673（7番人気）

ハロンタイム 13．2―11．7―13．7―12．6―13．0―13．3―13．2―12．7―13．0―13．0―12．7―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―24．9―38．6―51．2―1：04．2―1：17．5―1：30．7―1：43．4―1：56．4―2：09．4―2：22．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ガ ヤ ル ド 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 プレミアムサンダー デビュー 2014．3．2 中山15着

2011．5．8生 牡5鹿 母 ロ キ ロ キ 母母 ロッキーマリアン 19戦2勝 賞金 25，250，000円
〔制裁〕 レオナビゲート号の騎手菊沢一樹は，1周目3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）

レオナビゲート号の騎手菊沢一樹は，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。

09068 4月10日 曇 稍重 （28中山3）第6日 第8競走 ��
��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

814 ウサギノカケアシ 牡4芦 57 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 472－ 41：12．1 42．2�
69 ゴールドエッグ 牡4鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 498＋28 〃 ハナ 9．2�
610 エストゥペンド 牡5鹿 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 504－12 〃 クビ 7．1�
813 トミケンキルカス 牡4栗 57 柴田 善臣冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 504－ 41：12．2クビ 3．4�
46 サンアルパイン 牡4鹿 57 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B502＋ 2 〃 アタマ 22．3�
34 サウスリュウセイ 牡4鹿 57 内田 博幸南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 468± 01：12．51� 12．0�
33 スズカオーショウ 牡5栗 57

54 ▲菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 B514－ 2 〃 クビ 7．0	
58 	 パラダイスガーデン 牝4栗 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Crossroads

Farm, LLC B476＋ 41：12．71 14．8

57 	 ブルーミーフラワー 牡5鹿 57 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm B482－ 21：12．8� 3．8�
712
 シゲルユカタマツリ 牡4芦 57 柴山 雄一森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか 中橋 清 496－ 21：13．01� 30．5
22 グランアラミス �4栗 57 武士沢友治岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 池田牧場 492± 01：13．1クビ 60．6�
11 ウエスタンニンジャ 牡5栗 57 藤岡 佑介西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム B468－ 2 〃 ハナ 29．4�
711	
 マコーミック 牝4栗 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 清水 英克 豪 Fitzwood

Pty Ltd 454＋ 6 〃 ハナ 186．9�
45 	 ミ タ イ ナ 牝4黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 豪 Mr R Gorton 516－ 71：13．63 182．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，492，000円 複勝： 44，185，100円 枠連： 25，118，100円
馬連： 85，095，800円 馬単： 38，011，500円 ワイド： 43，184，000円
3連複： 104，387，800円 3連単： 133，494，600円 計： 501，968，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，220円 複 勝 � 740円 � 310円 � 210円 枠 連（6－8） 750円

馬 連 �� 26，400円 馬 単 �� 59，640円

ワ イ ド �� 5，910円 �� 3，170円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 47，040円 3 連 単 ��� 493，790円

票 数

単勝票数 計 284920 的中 � 5391（11番人気）
複勝票数 計 441851 的中 � 13020（11番人気）� 37598（5番人気）� 64450（3番人気）
枠連票数 計 251181 的中 （6－8） 25681（4番人気）
馬連票数 計 850958 的中 �� 2498（53番人気）
馬単票数 計 380115 的中 �� 478（119番人気）
ワイド票数 計 431840 的中 �� 1843（54番人気）�� 3474（38番人気）�� 10018（15番人気）
3連複票数 計1043878 的中 ��� 1664（127番人気）
3連単票数 計1334946 的中 ��� 196（991番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．8―12．2―11．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．8―47．0―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウサギノカケアシ �
�
父 アサクサデンエン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．12．21 中山5着

2012．2．5生 牡4芦 母 ベガフライト 母母 エスフライト 18戦2勝 賞金 23，890，000円



09069 4月10日 曇 良 （28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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

68 キンショーユキヒメ 牝3芦 54 内田 博幸礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 498－ 61：47．7 2．6�
710 カ マ ク ラ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 444± 01：48．33� 8．5�
69 サクレディーヴァ 牝3芦 54 国分 優作 K.S．ヤップ氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 508＋ 2 〃 アタマ 10．9�
711 レッドシルヴィ 牝3鹿 54 吉田 豊 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 426－ 8 〃 ハナ 13．8�
45 フ ィ ビ ュ ラ 牝3芦 54 北村 宏司�G1レーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 510－ 2 〃 ハナ 2．4�
813 リリカルホワイト 牝3芦 54 石川裕紀人 	サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 2 〃 クビ 23．3

57 シ ャ ラ ラ 牝3鹿 54 田辺 裕信 Him Rock Racing 上原 博之 浦河 中島牧場 456＋ 61：48．4� 10．8�
33 ペルルクロシュ 牝3黒鹿54 柴山 雄一ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 440－ 41：48．82� 206．1�
56 コウセイオリーヴ 牝3鹿 54 武 幸四郎杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 イワミ牧場 440＋ 61：48．9� 150．7
812 ポ ロ ス 牝3鹿 54 嘉藤 貴行	ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 448± 01：49．75 320．9�
22 サムシングフレア 牝3鹿 54 平野 優阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 474－ 81：49．9� 95．1�
11 トウカイフィーバー 牝3黒鹿54 大野 拓弥内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 440＋ 81：50．11� 172．7�
44 フジマサアクトレス 牝3鹿 54 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 438－ 41：50．31� 40．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，078，000円 複勝： 45，308，700円 枠連： 21，939，300円
馬連： 106，784，800円 馬単： 52，151，100円 ワイド： 43，860，900円
3連複： 116，725，600円 3連単： 205，923，900円 計： 630，772，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 210円 � 250円 枠 連（6－7） 590円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 430円 �� 530円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 3，220円 3 連 単 ��� 13，740円

票 数

単勝票数 計 380780 的中 � 113224（2番人気）
複勝票数 計 453087 的中 � 103330（2番人気）� 51515（3番人気）� 39819（5番人気）
枠連票数 計 219393 的中 （6－7） 28727（2番人気）
馬連票数 計1067848 的中 �� 63117（3番人気）
馬単票数 計 521511 的中 �� 19600（5番人気）
ワイド票数 計 438609 的中 �� 27564（3番人気）�� 21695（6番人気）�� 7630（16番人気）
3連複票数 計1167256 的中 ��� 27150（10番人気）
3連単票数 計2059239 的中 ��� 10858（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．0―48．5―1：00．5―1：12．6―1：24．4―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．1
1
3
・（7，13）－（5，8）（3，2，4，11）10－1，6－9，12
7，13，8（5，2，4）3，11－（1，10）－6，9，12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キンショーユキヒメ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．8．16 小倉1着

2013．5．22生 牝3芦 母 アップルティー 母母 ア ド マ イ ス 8戦2勝 賞金 29，902，000円
〔発走状況〕 トウカイフィーバー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

09070 4月10日 曇 良 （28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，27．4．11以降28．4．3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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

11 メイショウメイゲツ 牝4鹿 52 村田 一誠松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 448－ 41：34．7 15．1�
712 ルグランパントル �4鹿 54 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 470± 01：34．8� 12．9�
22 スターファセット 牝4鹿 54 柴山 雄一吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 454－ 21：35．01	 5．2�
23 パワースラッガー 牡5鹿 56 吉田 豊丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 484± 0 〃 ハナ 5．8�
814 サーストンコラルド 牡5鹿 55 北村 宏司齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 470± 01：35．1クビ 3．0�
58 ニシノオタケビ 牡4鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 480± 01：35．2� 20．3	
611 ベストドリーム 牡5鹿 56 藤岡 佑介堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 468＋ 21：35．41 15．0

713 ダイワエキスパート 牡4芦 55 柴田 善臣大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 442－ 4 〃 ハナ 49．9�
815 シングンジョーカー 牡5黒鹿55 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 472－ 2 〃 ハナ 5．3�
47 スワンボート 牡6鹿 51 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 オンワード牧場 478－ 6 〃 ハナ 228．9
59 ニーマルキング 牡4鹿 53 江田 照男板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 464－ 21：35．5� 43．5�
610 インストアイベント 牡6栗 55 大野 拓弥 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486－ 41：35．6
 22．6�
34 アイアイエンデバー 牡7黒鹿51 平野 優齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新冠 つつみ牧場 472－ 4 〃 アタマ 157．7�
46 � タンスチョキン 牝6鹿 51 木幡 初広栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 下河辺牧場 476－ 81：35．92 148．3�
35 ディープサウンド 牡8鹿 53 石川裕紀人増田 雄一氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 476± 01：36．43 107．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，107，100円 複勝： 63，606，500円 枠連： 47，793，700円
馬連： 151，481，900円 馬単： 64，288，700円 ワイド： 64，419，300円
3連複： 185，904，900円 3連単： 260，641，300円 計： 880，243，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 370円 � 400円 � 190円 枠 連（1－7） 7，280円

馬 連 �� 9，580円 馬 単 �� 20，050円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 910円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 16，540円 3 連 単 ��� 121，360円

票 数

単勝票数 計 421071 的中 � 22264（7番人気）
複勝票数 計 636065 的中 � 40794（6番人気）� 36896（7番人気）� 102991（3番人気）
枠連票数 計 477937 的中 （1－7） 5085（17番人気）
馬連票数 計1514819 的中 �� 12251（30番人気）
馬単票数 計 642887 的中 �� 2404（63番人気）
ワイド票数 計 644193 的中 �� 6330（31番人気）�� 18754（8番人気）�� 11761（17番人気）
3連複票数 計1859049 的中 ��� 8426（60番人気）
3連単票数 計2606413 的中 ��� 1557（391番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．9―36．9―48．7―1：00．6―1：12．2―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

メイショウメイゲツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Johan Cruyff デビュー 2014．8．2 新潟1着

2012．3．19生 牝4鹿 母 スクービドゥー 母母 Simply Red 15戦3勝 賞金 53，709，000円
〔発走状況〕 パワースラッガー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

１レース目



09071 4月10日 曇 良 （28中山3）第6日 第11競走 ��
��1，200�

しゅんらい

春雷ステークス
発走15時30分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 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

24 	 エイシンスパルタン 牡5芦 56 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 米
Hill ’n’ Dale Equine
Haldings, Inc., Heilig-
brodt Racing Stable, et al

496＋ 21：07．6 2．2�
59 ワキノブレイブ 牡6青鹿57 柴田 善臣脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 488＋ 61：07．92 18．8�
23 サドンストーム 牡7栗 57 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 41：08．0
 18．0�
47 タガノアザガル 牡4黒鹿56 武士沢友治八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444± 01：08．21� 155．9�
611 ローズミラクル 牡6青鹿56 大野 拓弥 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 554＋ 2 〃 クビ 13．1	
36 ベルルミエール 牝5鹿 54 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 466－ 41：08．3クビ 13．0

12 ゴールドペガサス 牡4鹿 56 嘉藤 貴行 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 464－ 8 〃 ハナ 5．3�
11 スカイキューティー 牝6黒鹿54 吉田 豊杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 480＋ 21：08．4� 23．4�
48 アースソニック 牡7鹿 58 柴山 雄一前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 488－ 6 〃 ハナ 12．1
35 ア フ ォ ー ド 牡8鹿 58 石川裕紀人前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 460－ 4 〃 ハナ 50．8�
612 シンデレラボーイ 牡6鹿 56 二本柳 壮田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 496－ 6 〃 ハナ 16．9�
510 フレイムヘイロー 8栗 57 江田 照男�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 484± 0 〃 ハナ 111．8�
815 ヤマニンプチガトー 牝7栗 54 村田 一誠土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 496＋ 4 〃 クビ 59．1�
714 ショウナンアチーヴ 牡5黒鹿56 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋10 〃 ハナ 21．2�
816� カハラビスティー 牝7黒鹿55 内田 博幸佐久間拓士氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 B520＋ 61：08．5
 14．7�
713 サカジロロイヤル 牡8黒鹿57 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 516＋ 21：08．71
 110．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，767，600円 複勝： 88，093，000円 枠連： 67，473，800円
馬連： 297，019，300円 馬単： 125，334，000円 ワイド： 115，081，500円
3連複： 397，577，800円 3連単： 598，477，100円 計： 1，759，824，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 380円 � 410円 枠 連（2－5） 1，710円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，050円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 10，270円 3 連 単 ��� 37，200円

票 数

単勝票数 計 707676 的中 � 249299（1番人気）
複勝票数 計 880930 的中 � 215014（1番人気）� 50570（7番人気）� 45428（9番人気）
枠連票数 計 674738 的中 （2－5） 30419（7番人気）
馬連票数 計2970193 的中 �� 112521（7番人気）
馬単票数 計1253340 的中 �� 34622（7番人気）
ワイド票数 計1150815 的中 �� 33182（7番人気）�� 28570（8番人気）�� 9676（40番人気）
3連複票数 計3975778 的中 ��� 29029（33番人気）
3連単票数 計5984771 的中 ��� 11663（95番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．1―11．3―11．1―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―33．9―45．2―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

	エイシンスパルタン �
�
父 Zensational �

�
母父 Mutakddim デビュー 2013．12．8 阪神3着

2011．2．23生 牡5芦 母 Lady Tak 母母 Star of My Eye 10戦6勝 賞金 98，711，000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 アミカブルナンバー号・オースミイージー号・キングオブロー号・ルチャドルアスール号

09072 4月10日 曇 稍重 （28中山3）第6日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

36 � ウォリアーズソウル 	4鹿 57 内田 博幸 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Dixiana

Farms, LLC B512＋ 21：11．6 5．0�
24 ティップトップ 牝5鹿 55 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 61：11．91
 7．8�
510 ヒカリブランデー 牡5鹿 57 西田雄一郎�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 482± 0 〃 クビ 7．7�
611 マ レ ー ナ 牝5黒鹿 55

54 ☆石川裕紀人山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：12．11� 11．6�
12 ファンデルワールス 	7鹿 57 嘉藤 貴行 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 496－ 61：12．2クビ 21．2	
47 ナムラヒューマン 牡4芦 57 田辺 裕信奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 470＋101：12．41 77．2

48 ダ ウ ト レ ス 牡5鹿 57 江田 照男�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518＋ 2 〃 ハナ 6．6�
35 スノーレパード 牝5黒鹿55 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 41：12．5� 59．7�
816 パッシングブリーズ 牡5鹿 57 藤岡 佑介三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 478＋ 81：12．71� 13．5
23 ネイティヴコード 牝5鹿 55 川島 信二岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B510－ 2 〃 ハナ 10．0�
714 ダイワインパルス 牡4鹿 57 村田 一誠大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 480－ 2 〃 ハナ 5．2�
815 シークレットアーム 牡7鹿 57

54 ▲菊沢 一樹�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 512± 0 〃 アタマ 94．5�
59 カシノインカローズ 牝7鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 前川 隆則 B464－ 2 〃 ハナ 131．6�
11 ラスパジャサーダス 牝4芦 55 吉田 豊佐々木雄二氏 中舘 英二 伊達 高橋農場 438－ 81：13．02 59．6�
612 カ メ ッ ト 牡5栗 57 大野 拓弥林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 466＋ 41：13．1クビ 23．8�
713 タイセイラビッシュ 牡4鹿 57 柴田 善臣田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B496＋ 2 〃 ハナ 23．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，161，400円 複勝： 92，045，200円 枠連： 49，120，100円
馬連： 205，702，200円 馬単： 74，483，200円 ワイド： 90，200，400円
3連複： 268，828，000円 3連単： 360，876，400円 計： 1，200，416，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 260円 � 230円 枠 連（2－3） 1，180円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 4，490円

ワ イ ド �� 870円 �� 730円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 4，910円 3 連 単 ��� 24，560円

票 数

単勝票数 計 591614 的中 � 93842（1番人気）
複勝票数 計 920452 的中 � 153134（1番人気）� 84837（5番人気）� 102161（4番人気）
枠連票数 計 491201 的中 （2－3） 32162（2番人気）
馬連票数 計2057022 的中 �� 73085（5番人気）
馬単票数 計 744832 的中 �� 12427（13番人気）
ワイド票数 計 902004 的中 �� 26547（7番人気）�� 32238（4番人気）�� 22935（9番人気）
3連複票数 計2688280 的中 ��� 41032（8番人気）
3連単票数 計3608764 的中 ��� 10649（32番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．9―11．7―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．2―46．9―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウォリアーズソウル �
�
父 Warrior’s Reward �

�
母父 Vindication デビュー 2014．8．17 新潟2着

2012．2．26生 	4鹿 母 I Luv U Nani 母母 Western League 13戦3勝 賞金 34，100，000円

４レース目



（28中山3）第6日 4月10日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 180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

201，320，000円
7，900，000円
1，420，000円
20，490，000円
70，873，500円
4，680，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
426，552，000円
694，929，300円
320，320，200円
1，282，362，600円
602，850，900円
587，152，400円
1，615，554，800円
2，424，281，000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 7，954，003，200円

総入場人員 27，544名 （有料入場人員 25，300名）
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