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09073 4月14日 曇 良 （30中山3）第7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 トーセンリラ 牝3栗 54 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ
スティファーム 444＋ 41：11．9 1．4�

47 ポートナイトサイト 牝3栗 54 柴田 大知ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 460－ 21：12．85 7．3�
510 メタルカラー 牝3栗 54 石橋 脩�サンライズ 新開 幸一 浦河 中脇 満 444± 01：13．01� 23．5�
35 ジュンサロマ 牝3鹿 54 大野 拓弥河合 純二氏 斎藤 誠 新冠 川上牧場 446＋ 2 〃 ハナ 16．0	
24 コ ト ブ キ 牝3黒鹿54 伊藤 工真江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 信岡牧場 452－ 21：13．1� 80．8

815 インコントロ 牝3鹿 54 北村 宏司鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 小倉牧場 444＋ 6 〃 ハナ 81．3�
11 シエルクレール 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �カナヤマホール

ディングス 尾関 知人 浦河 酒井牧場 490－ 61：13．41� 5．7�
12 シゲルトウガラシ 牝3鹿 54 三浦 皇成森中 蕃氏 水野 貴広 新ひだか 嶋田牧場 432－ 41：14．03� 104．0
611 リーベグランツ 牝3鹿 54 横山 典弘吉田 晴哉氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 458－10 〃 ハナ 134．1�
36 ミ ス ジ ー ナ 牝3鹿 54 松岡 正海長塩 豊氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 402＋ 21：14．1� 119．5�
59 ナムラジュノー 牝3鹿 54 嘉藤 貴行奈村 睦弘氏 大和田 成 様似 林 時春 414＋ 4 〃 ハナ 63．5�
612 イ ナ ン ナ 牝3鹿 54

52 △武藤 雅北所 直人氏 竹内 正洋 新ひだか 沖田 忠幸 456＋ 41：14．31� 20．5�
713 ディーズパーチェス 牝3鹿 54 内田 博幸秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B418± 01：14．72� 236．1�
714 アーコサンティ 牝3青鹿54 武士沢友治田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 長田ファーム 434－ 21：14．91� 373．7�
23 テイエムベアッコ 牝3青鹿54 柴田 善臣竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 454＋ 41：15．21� 539．8�
48 パットサイテ 牝3芦 54 蓑島 靖典坂田 行夫氏 伊藤 正徳 茨城 栗山 道郎 470＋ 21：15．94 608．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，544，900円 複勝： 129，358，400円 枠連： 15，855，700円
馬連： 60，194，200円 馬単： 39，663，600円 ワイド： 41，214，900円
3連複： 83，266，700円 3連単： 138，621，600円 計： 536，720，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 160円 � 340円 枠 連（4－8） 380円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 170円 �� 420円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 3，040円

票 数

単勝票数 計 285449 的中 � 162531（1番人気）
複勝票数 計1293584 的中 � 994465（1番人気）� 65631（3番人気）� 21022（6番人気）
枠連票数 計 158557 的中 （4－8） 31536（2番人気）
馬連票数 計 601942 的中 �� 116395（2番人気）
馬単票数 計 396636 的中 �� 58596（1番人気）
ワイド票数 計 412149 的中 �� 76751（1番人気）�� 22691（5番人気）�� 8626（11番人気）
3連複票数 計 832667 的中 ��� 47764（5番人気）
3連単票数 計1386216 的中 ��� 33008（6番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―12．3―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．4―46．7―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンリラ �
�
父 トーセンブライト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．7 東京2着

2015．3．27生 牝3栗 母 トーセンデイジー 母母 イ レ イ シ ャ 4戦1勝 賞金 11，800，000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 デルマアマレット号

09074 4月14日 曇 良 （30中山3）第7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

46 カフェアトラス 牡3鹿 56 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 504± 01：55．9 2．2�
712 ニシノオクタゴン 牡3青鹿 56

54 △武藤 雅西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 468＋ 41：56．11� 10．1�
814 ベルクカッツェ 牡3青鹿56 戸崎 圭太田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 462± 01：56．2� 4．2�
610 モンサンクリック 牡3鹿 56 内田 博幸山下 新一氏 尾形 和幸 様似 猿倉牧場 488± 01：56．94 23．0�
34 アイコンタクト 牡3黒鹿56 三浦 皇成�KTレーシング 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 B506－ 61：57．53� 85．3�
713 タケショウエリック 牡3青鹿56 石橋 脩	ナイト商事 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 424－ 21：58．03 28．3

58 ヴ ィ ジ リ ア 牡3鹿 56 大野 拓弥�G1レーシング 田村 康仁 安平 追分ファーム 436＋ 4 〃 クビ 5．7�
611 フランクオーシャン 牡3鹿 56 武士沢友治�パニオロ 水野 貴広 新冠 上井農場 B448－ 2 〃 ハナ 102．8�
59 レ ジ ス タ 牡3鹿 56 蛯名 正義村野 康司氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B476－201：58．2� 21．2
47 エレクシオン �3鹿 56 田辺 裕信�ノースヒルズ 中舘 英二 新ひだか 土居牧場 508－ 2 〃 アタマ 60．5�
35 バトルガニアン 牡3栗 56 江田 照男宮川 秋信氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B448＋ 21：58．94 112．5�
23 ヤンキーイズム 牡3栗 56 熊沢 重文岡 浩二氏 小笠 倫弘 新冠 スカイビーチステーブル 468＋ 2 〃 アタマ 596．7�
815 エンパイヤアーサー 牡3黒鹿56 柴田 大知	大島牧場 黒岩 陽一 浦河 大島牧場 524－ 4 〃 クビ 121．4�
11 ト サ イ チ 牡3鹿 56 大庭 和弥林 啓二氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 444－ 81：59．0クビ 287．7�
22 ムーンケリー 牡3黒鹿56 松岡 正海高橋 佑吉氏 中川 公成 日高 賀張三浦牧場 514± 0 〃 クビ 9．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，213，100円 複勝： 39，118，300円 枠連： 14，683，200円
馬連： 55，195，100円 馬単： 29，291，500円 ワイド： 36，921，000円
3連複： 76，227，100円 3連単： 98，515，400円 計： 375，164，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 230円 � 140円 枠 連（4－7） 750円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 400円 �� 210円 �� 430円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 4，150円

票 数

単勝票数 計 252131 的中 � 91547（1番人気）
複勝票数 計 391183 的中 � 123101（1番人気）� 28603（5番人気）� 73046（2番人気）
枠連票数 計 146832 的中 （4－7） 15018（3番人気）
馬連票数 計 551951 的中 �� 37144（4番人気）
馬単票数 計 292915 的中 �� 12765（5番人気）
ワイド票数 計 369210 的中 �� 22098（3番人気）�� 51507（1番人気）�� 19731（6番人気）
3連複票数 計 762271 的中 ��� 68014（2番人気）
3連単票数 計 985154 的中 ��� 17188（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．3―50．3―1：02．9―1：15．6―1：28．9―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．3
1
3
12，13（9，10，6）－（4，2）5－15（8，7）14，11－3－1
12，13，6，10，2（9，4）（8，15）5，14，7，11－3－1

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

勝馬の
紹 介

カフェアトラス �
�
父 カフェオリンポス �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．12．17 中山4着

2015．3．10生 牡3鹿 母 カフェローレル 母母 ローレルウィッチ 4戦1勝 賞金 9，400，000円

第３回 中山競馬 第７日



09075 4月14日 曇 良 （30中山3）第7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

23 ウサギノダンス 牡3黒鹿56 柴田 大知桐谷 茂氏 南田美知雄 浦河 大道牧場 470－ 41：13．4 1．2�
35 ダテノライトニング 牝3栗 54 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 456－101：13．93 86．6�
816 ク グ ロ フ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 田中 裕之 B492＋ 21：14．32� 12．5�
11 ド ナ プ リ モ 牝3青鹿54 三浦 皇成山田 貢一氏 高木 登 日高 日西牧場 456－ 61：14．61� 80．7�
510 ブラックコニャック 牡3鹿 56 松岡 正海黒澤 尚氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 458＋ 21：14．7� 149．3�
612 チ ョ ウ ヨ ウ 牝3鹿 54 大庭 和弥中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 426± 01：14．8� 110．4	
12 フ チ コ マ 牡3栗 56

54 △武藤 雅ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 小島牧場 496－ 41：15．11� 16．4

48 トゥールマレー 牡3黒鹿56 田辺 裕信吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 478－ 21：15．2� 7．2�
36 カレンナヴォーグ 牝3栗 54 田中 勝春志村 幸彦氏 的場 均 日高 日西牧場 468＋ 2 〃 ハナ 165．7�
47 マ ン ト ラ 牝3栗 54 大野 拓弥ミルファーム 的場 均 日高 天羽牧場 452＋ 2 〃 ハナ 32．5�
24 プラジュニャー 牝3鹿 54 江田 照男ミルファーム 伊藤 正徳 日高 大江牧場 444－ 21：15．3クビ 22．8�
611 ビッグジュジュ 牝3鹿 54 柴田 善臣ビッグ 石栗 龍彦 新冠 五丸農場 402－ 41：15．51 223．8�
713 パ ス イ 牡3栗 56 武士沢友治ミルファーム 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 478－121：15．71� 105．0�
815 レジーナカフェ 牝3黒鹿54 蛯名 正義西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 450－ 81：15．8クビ 41．0�
59 タガノアヴニール 牡3栗 56 難波 剛健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480－ 61：16．01� 189．9�
714 デルマサングリア 牝3栗 54 嘉藤 貴行浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 416－ 61：18．8大差 299．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，754，600円 複勝： 100，857，900円 枠連： 16，230，300円
馬連： 49，535，100円 馬単： 39，240，900円 ワイド： 34，806，200円
3連複： 65，188，100円 3連単： 121，956，800円 計： 454，569，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 990円 � 220円 枠 連（2－3） 2，470円

馬 連 �� 3，810円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 350円 �� 7，300円

3 連 複 ��� 10，640円 3 連 単 ��� 39，470円

票 数

単勝票数 計 267546 的中 � 172032（1番人気）
複勝票数 計1008579 的中 � 813985（1番人気）� 4660（11番人気）� 30145（4番人気）
枠連票数 計 162303 的中 （2－3） 5074（7番人気）
馬連票数 計 495351 的中 �� 10068（10番人気）
馬単票数 計 392409 的中 �� 5834（14番人気）
ワイド票数 計 348062 的中 �� 6044（13番人気）�� 28902（3番人気）�� 1115（44番人気）
3連複票数 計 651881 的中 ��� 4594（32番人気）
3連単票数 計1219568 的中 ��� 2240（108番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―12．6―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．3―47．9―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウサギノダンス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2017．9．9 中山7着

2015．5．7生 牡3黒鹿 母 ミラクルムーン 母母 ノースフライト 11戦1勝 賞金 11，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマサングリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月14日まで平地

競走に出走できない。
※ビッグジュジュ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09076 4月14日 曇 良 （30中山3）第7日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時35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

24 シゲルシイタケ 牡3鹿 56 蛯名 正義森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 456－ 22：02．4 5．3�
11 ロゼフェニックス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 428± 02：02．61� 17．2�
612 ブラックデビル 牡3鹿 56 三浦 皇成�KTレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 482－ 22：02．81� 8．4�
23 マイネルアーリー 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 武田牧場 506＋ 22：03．01� 30．8�
47 スズカノロッソ 牡3鹿 56 田辺 裕信永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 496＋10 〃 ハナ 3．1�
59 ロシュフォール 牡3黒鹿56 内田 博幸 	サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 522 ― 〃 ハナ 4．8

36 テ ィ イ 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅近藤 英子氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 440－ 42：03．32 26．8�
611 シャンボールナイト 牡3青鹿56 横山 典弘 �グリーンファーム武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 488＋ 62：03．4� 8．2�
714 ア シ ェ ッ ト 牝3鹿 54 大庭 和弥加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 424－222：03．61� 53．3
510 コスモグラトナス 牡3青 56 大野 拓弥 	ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 22：03．81� 62．0�
12 セイウンキャンティ 牝3鹿 54 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー

クスタツド 430－ 62：04．11� 147．3�
48 マ カ ロ ン 牝3鹿 54 伊藤 工真小林 博雄氏 伊藤 正徳 浦河 絵笛牧場 460± 02：04．2クビ 438．3�
816 ケンタッキーグラス 牡3鹿 56 北村 宏司�Shadow 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 488－ 42：04．41� 36．1�
818 オールドナシュワン 牡3黒鹿56 石神 深一	リーヴァ 松永 康利 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 62：04．5� 190．5�
817 グラッツェミーレ 牝3鹿 54 石橋 脩杉山 忠国氏 堀 宣行 新ひだか 明治牧場 458 ―2：04．82 12．3�
715 アルマアルジーヌ 牝3鹿 54 松岡 正海コウトミックレーシング 高橋 文雅 新冠 小泉牧場 472－ 62：04．9クビ 132．1�
713 サ エ ズ リ 牡3青鹿56 江田 照男岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 460± 02：07．4大差 321．5�
35 ミヤコスマイル 牝3黒鹿54 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 440－ 42：11．1大差 288．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，701，100円 複勝： 44，310，100円 枠連： 22，214，200円
馬連： 60，987，400円 馬単： 28，732，400円 ワイド： 42，234，400円
3連複： 79，076，600円 3連単： 89，020，200円 計： 396，276，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 410円 � 240円 枠 連（1－2） 3，950円

馬 連 �� 3，930円 馬 単 �� 6，650円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 610円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 8，030円 3 連 単 ��� 43，900円

票 数

単勝票数 計 297011 的中 � 44687（3番人気）
複勝票数 計 443101 的中 � 71972（2番人気）� 23779（7番人気）� 47968（4番人気）
枠連票数 計 222142 的中 （1－2） 4350（14番人気）
馬連票数 計 609874 的中 �� 12007（16番人気）
馬単票数 計 287324 的中 �� 3240（29番人気）
ワイド票数 計 422344 的中 �� 8496（15番人気）�� 18625（5番人気）�� 5919（21番人気）
3連複票数 計 790766 的中 ��� 7378（26番人気）
3連単票数 計 890202 的中 ��� 1470（142番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―13．1―12．8―13．2―12．6―11．9―11．8―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．0―37．1―49．9―1：03．1―1：15．7―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4F46．7―3F34．8
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

シゲルシイタケ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．10．28 京都13着

2015．4．11生 牡3鹿 母 シゲルエスペレ 母母 アインヒロイン 8戦1勝 賞金 8，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミヤコスマイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月14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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウェディングベール号・ハヴアサニーデイ号



09077 4月14日 曇 良 （30中山3）第7日 第5競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走12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

47 ラ ン パ ク 牡3芦 56 大野 拓弥一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 492 ―1：13．8 2．9�
24 オレノマニラ 牡3栗 56 柴田 善臣諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 418＋ 21：14．11� 3．6�
815 マコトエギエネス 牝3栗 54 北村 宏司�ディアマント 岩戸 孝樹 浦河 小林 仁 448＋ 21：14．63 22．7�
12 エルコンフェアリー 牝3鹿 54 伊藤 工真古川 淳氏 和田 雄二 新冠 ハシモトフアーム 434＋ 21：14．81� 378．0�
23 カラフルワールド 牡3栗 56 松岡 正海窪田 芳郎氏 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 418－ 4 〃 ハナ 23．2�
714 グヴィアズダ 牡3鹿 56 内田 博幸 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 428± 0 〃 クビ 7．0	
35 ラテンリズム 牝3鹿 54 武士沢友治
ミルファーム 松山 将樹 浦河 高昭牧場 436－ 21：15．01� 205．6�
11 ドラゴンホール 牡3黒鹿56 三浦 皇成前田 幸治氏 小笠 倫弘 新ひだか 田原橋本牧場 464－ 4 〃 クビ 6．7�
48 ヒロノブシドウ 牡3黒鹿56 江田 照男小野 博郷氏 牧 光二 新冠 長浜牧場 502± 01：15．21� 53．5
59 チ ョ ト ツ 牝3青鹿54 柴田 大知佐久間拓士氏 伊藤 大士 浦河 山口 義彦 460－ 21：15．51� 4．9�
36 クレバーレディー 牝3栗 54 嘉藤 貴行増山 武志氏 南田美知雄 浦河 杵臼牧場 458＋ 81：15．6� 352．9�
611 オリエンタルボーン 牡3栗 56 大江原 圭棚網 基己氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 460＋ 3 〃 ハナ 201．9�
612 デカルコマニー 牡3鹿 56 村田 一誠松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 B450＋ 2 〃 クビ 60．2�
510 ミ ス ト ラ ル 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅岡田 牧雄氏 奥平 雅士 新冠 松木 加代 440－171：15．91� 122．6�
713 スワンレイクカフェ 牝3鹿 54 蛯名 正義西川 恭子氏 中野 栄治 様似 中脇 一幸 434－ 81：16．96 220．1�
816 グッドモーメント 牝3青鹿54 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 404± 0 〃 クビ 284．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，559，000円 複勝： 33，564，800円 枠連： 14，988，600円
馬連： 55，616，700円 馬単： 28，517，000円 ワイド： 32，389，800円
3連複： 66，659，300円 3連単： 85，800，900円 計： 344，096，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 140円 � 420円 枠 連（2－4） 490円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，460円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 4，590円 3 連 単 ��� 15，740円

票 数

単勝票数 計 265590 的中 � 70926（1番人気）
複勝票数 計 335648 的中 � 63376（2番人気）� 73911（1番人気）� 14283（7番人気）
枠連票数 計 149886 的中 （2－4） 23328（1番人気）
馬連票数 計 556167 的中 �� 59287（2番人気）
馬単票数 計 285170 的中 �� 16661（1番人気）
ワイド票数 計 323898 的中 �� 23485（2番人気）�� 5373（18番人気）�� 6408（15番人気）
3連複票数 計 666593 的中 ��� 10880（15番人気）
3連単票数 計 858009 的中 ��� 3950（55番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．2―12．7―12．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―36．0―48．7―1：01．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．8
3 8，2（4，9，10）（12，15）（1，14）7（5，16）3，6－11，13 4 8，2（4，9）10（1，12，14，15）（5，7）－3（6，16）－11＝13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ ン パ ク �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 エ リ シ オ 初出走

2015．4．4生 牡3芦 母 ファニーゴールド 母母 プ チ ア ノ 1戦1勝 賞金 5，000，000円

09078 4月14日 曇 良 （30中山3）第7日 第6競走 ��1，200�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
1：06．7
1：06．5

良
良

35 ラストプリマドンナ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 426－ 21：08．9 1．7�
714 キングドンドルマ 牡3青鹿56 田中 勝春田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 456－121：09．11� 33．2�
816 セイウンミツコ 牝3黒鹿54 三浦 皇成西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 442＋ 6 〃 ハナ 4．7�
612 フェールデュビアン 牝3鹿 54 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 450－ 4 〃 アタマ 10．5�
48 セイウンリリシイ 牝3鹿 54

52 △武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 458－ 21：09．31� 8．2	
713 エ ト ナ 牡3鹿 56 内田 博幸岡田 牧雄氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 484－ 21：09．51 102．6

47 ル リ ハ リ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 41：09．6� 22．5�
36 ヤマノグラップル 牡3青鹿56 蛯名 正義澤村 敏雄氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 464－ 61：09．7� 49．2�
11 タイキサターン 牡3黒鹿56 北村 宏司�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 486＋ 2 〃 ハナ 18．1
611 アルマユディト 牝3黒鹿54 松岡 正海コウトミックレーシング 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 480－ 4 〃 クビ 23．0�
24 � ケンデスティニー 牡3栗 56 江田 照男中西 宏彰氏 森 秀行 米

Sequel Thorough-
breds & Hidden
Lake Farm, LLC

B476＋ 21：10．33� 104．4�
59 ウ メ タ ロ ウ 牡3黒鹿56 大野 拓弥�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 486－ 8 〃 クビ 50．5�
12 パ ッ セ 牝3栗 54 武士沢友治�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 500＋ 61：10．51� 336．7�
510 マイネルレヴリー 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新冠 武田 修一 452± 0 〃 ハナ 183．1�
815	 フレンドアリス 牝3栗 54 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 452± 01：11．24 361．7�
23 	 マインキング 牡3芦 56 村田 一誠峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 藤吉牧場 B468± 0 〃 アタマ 241．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，681，100円 複勝： 84，400，200円 枠連： 19，705，600円
馬連： 73，064，800円 馬単： 43，873，100円 ワイド： 46，331，000円
3連複： 92，787，900円 3連単： 142，283，800円 計： 537，127，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 440円 � 130円 枠 連（3－7） 1，440円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 740円 �� 190円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 8，670円

票 数

単勝票数 計 346811 的中 � 159785（1番人気）
複勝票数 計 844002 的中 � 530971（1番人気）� 14837（8番人気）� 94406（2番人気）
枠連票数 計 197056 的中 （3－7） 10593（5番人気）
馬連票数 計 730648 的中 �� 29698（7番人気）
馬単票数 計 438731 的中 �� 14570（8番人気）
ワイド票数 計 463310 的中 �� 13825（9番人気）�� 82468（1番人気）�� 7612（15番人気）
3連複票数 計 927879 的中 ��� 31162（6番人気）
3連単票数 計1422838 的中 ��� 11888（22番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―11．6―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．9―45．5―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．0
3 12，16，8－14（11，6）（1，4）13（7，9，5）2，10－15，3 4 12，16（8，14）－6（11，13）（4，5）（1，7）9，2，10，15－3

勝馬の
紹 介

ラストプリマドンナ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．8．26 新潟2着

2015．1．30生 牝3鹿 母 シルクプリマドンナ 母母 バウンドトゥダンス 5戦2勝 賞金 25，570，000円
※フェールデュビアン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09079 4月14日 曇 良 （30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

710 ボールドアテンプト 牝5黒鹿55 北村 宏司�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 81：54．6 8．6�

67 プリエンプト 牝4栗 55 内田 博幸 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 476－ 61：54．7� 8．8�
68 ビ ッ ザ ー ロ 牝4鹿 55 大野 拓弥�ラ・メール 奥村 武 浦河 大島牧場 536－ 21：54．91 2．9�
11 ビ ジ ョ ッ テ 牝4鹿 55 田辺 裕信古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 500＋ 61：55．22 10．0�
56 アルセナーレ 牝5鹿 55 三浦 皇成 �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 532＋10 〃 ハナ 2．6	
811 ジッパーレーン 牝4青鹿 55

53 △武藤 雅�G1レーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 458＋ 61：56．15 23．3

22 ラ ソ 牝4黒鹿55 江田 照男西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 村上 欽哉 436＋ 4 〃 アタマ 47．3�
79 ペイシャリサ 牝4栗 55 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 478＋141：56．2� 136．0�
812 オノリシャス 牝4鹿 55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：56．83� 8．9
55 プリンセスタイム 牝4鹿 55 柴田 大知飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 438－ 21：57．11� 118．0�
44 フジマサクイーン 牝4鹿 55 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B434－ 21：57．95 64．5�
33 フィーユダムール 牝5鹿 55 松岡 正海窪田 康志氏 小野 次郎 安平 追分ファーム B446± 0 （競走中止） 150．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，702，500円 複勝： 39，432，800円 枠連： 17，179，300円
馬連： 68，019，300円 馬単： 33，738，100円 ワイド： 39，994，000円
3連複： 78，474，700円 3連単： 121，819，300円 計： 430，360，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 210円 � 220円 � 150円 枠 連（6－7） 930円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 4，990円

ワ イ ド �� 660円 �� 410円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 21，160円

票 数

単勝票数 計 317025 的中 � 29192（3番人気）
複勝票数 計 394328 的中 � 44585（3番人気）� 41796（5番人気）� 81841（2番人気）
枠連票数 計 171793 的中 （6－7） 14237（3番人気）
馬連票数 計 680193 的中 �� 18639（10番人気）
馬単票数 計 337381 的中 �� 5066（20番人気）
ワイド票数 計 399940 的中 �� 14816（9番人気）�� 25960（3番人気）�� 21912（5番人気）
3連複票数 計 784747 的中 ��� 25936（7番人気）
3連単票数 計1218193 的中 ��� 4173（67番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．8―13．1―12．6―12．6―12．8―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．5―50．6―1：03．2―1：15．8―1：28．6―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ボールドアテンプト �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．1．23 中山5着

2013．1．22生 牝5黒鹿 母 タイムトラベリング 母母 ジョリーザザ 16戦3勝 賞金 23，125，000円
〔競走中止〕 フィーユダムール号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

09080 4月14日 曇 良 （30中山3）第7日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時55分 （芝・右・外）

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
1：30．7
1：30．7

良
良

714 スピリットソウル 牡4黒鹿57 松岡 正海落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：34．7 18．5�
24 ワンショットキラー 牡5青鹿57 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 482－ 61：34．91� 6．1�
611 パ フ ォ ー ム 牝4鹿 55 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 21：35．11� 22．2�
48 � ヴァイスジーニー 牡4芦 57 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 米
Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

512＋ 8 〃 クビ 20．7�
815 コマノレジーナ 牝4黒鹿55 江田 照男長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 420＋ 2 〃 ハナ 13．4	
816 セイウンキラビヤカ 牝4鹿 55

53 △武藤 雅西山 茂行氏 池上 昌和 日高 賀張中川牧場 482－ 41：35．31� 49．4

713 タックボーイ 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 4 〃 アタマ 16．3�
612 レ ロ ー ヴ 牝4鹿 55 田辺 裕信今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 486＋101：35．4クビ 7．4�
510 ナイアガラモンロー 牝6鹿 55 嘉藤 貴行塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 	川 啓一 518－ 8 〃 アタマ 58．3
23 アムネスティ 牡5鹿 57 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 496－ 6 〃 クビ 4．3�
47 サンアンカレッジ 牡4栗 57 蛯名 正義 �加藤ステーブル 岩戸 孝樹 日高 神島 芳仁 490－ 21：35．5� 6．3�
59 
 アストロブレーム 牡5鹿 57 北村 宏司木村 廣太氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 452＋ 81：35．6クビ 99．8�
35 
 ナンヨーウラヌス 牡4黒鹿57 柴田 善臣中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 444＋ 4 〃 ハナ 39．0�
12 �
 ノーザンライアン 牡4鹿 56 戸崎 圭太吉田 和美氏 田中 博康 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd 458－121：35．7� 5．1�
11 
 トウシンスパーク 牡5黒鹿57 田中 勝春�サトー 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド 412－171：36．55 101．2�
36 
 プレミアムゲーム 牝4黒鹿55 横山 典弘山口 正行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石橋本牧場 504± 01：36．81� 150．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，104，100円 複勝： 41，738，900円 枠連： 25，835，700円
馬連： 77，773，000円 馬単： 32，231，100円 ワイド： 47，845，200円
3連複： 96，148，200円 3連単： 111，991，900円 計： 465，668，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 510円 � 260円 � 570円 枠 連（2－7） 1，370円

馬 連 �� 5，050円 馬 単 �� 11，150円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 3，520円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 23，940円 3 連 単 ��� 131，380円

票 数

単勝票数 計 321041 的中 � 13854（8番人気）
複勝票数 計 417389 的中 � 20378（8番人気）� 48828（3番人気）� 17727（10番人気）
枠連票数 計 258357 的中 （2－7） 14612（5番人気）
馬連票数 計 777730 的中 �� 11920（22番人気）
馬単票数 計 322311 的中 �� 2168（48番人気）
ワイド票数 計 478452 的中 �� 7931（18番人気）�� 3456（43番人気）�� 6292（25番人気）
3連複票数 計 961482 的中 ��� 3011（85番人気）
3連単票数 計1119919 的中 ��� 618（473番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―35．6―47．4―59．4―1：11．1―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．3

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

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

勝馬の
紹 介

スピリットソウル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Grand Slam デビュー 2016．6．26 阪神2着

2014．1．31生 牡4黒鹿 母 ハイドバウンド 母母 Hidden Dreams 14戦2勝 賞金 24，900，000円
※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） 2頭 アプト号・シュンクルーズ号



09081 4月14日 曇 良 （30中山3）第7日 第9競走 ��1，800�
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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

79 フィエールマン 牡3鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486－ 21：48．1 2．0�
11 ニシノベースマン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場 428－ 61：48．52� 56．1�
55 � トーセンスーリヤ 牡3栗 56 三浦 皇成島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 470－ 2 〃 ハナ 25．0�
22 ライラックカラー 牡3黒鹿56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 464＋ 41：48．71 3．2�
44 コスモレリア 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 41：48．91� 10．8	
810� ホリデーモード 牡3黒鹿56 田辺 裕信下河辺隆行氏 矢野 英一 米 Shimok-

obe Farm 490± 0 〃 クビ 8．9

67 アースビヨンド 牡3黒鹿56 内田 博幸前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 502－ 21：49．32� 69．8�
33 ライトカラカゼ 牡3鹿 56 大野 拓弥星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 464± 01：49．4	 13．6�
78 ル ー モ ス 牝3黒鹿54 横山 典弘山本 武司氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 462－ 81：49．5	 9．9
66 ジョリプリュネル 牝3栗 54 武藤 雅井上 勇人氏 中野 栄治 新ひだか 米田牧場 426－ 11：50．13� 473．9�
811 レ ア バ ー ド 牡3鹿 56 田中 勝春田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 522＋ 61：50．52� 92．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 50，772，600円 複勝： 61，136，900円 枠連： 21，366，300円
馬連： 104，624，600円 馬単： 56，882，100円 ワイド： 55，903，100円
3連複： 117，668，700円 3連単： 211，419，000円 計： 679，773，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 830円 � 470円 枠 連（1－7） 4，840円

馬 連 �� 7，150円 馬 単 �� 8，840円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 1，020円 �� 8，330円

3 連 複 ��� 27，980円 3 連 単 ��� 107，330円

票 数

単勝票数 計 507726 的中 � 194017（1番人気）
複勝票数 計 611369 的中 � 231416（1番人気）� 12188（8番人気）� 23109（7番人気）
枠連票数 計 213663 的中 （1－7） 3417（15番人気）
馬連票数 計1046246 的中 �� 11336（19番人気）
馬単票数 計 568821 的中 �� 4825（28番人気）
ワイド票数 計 559031 的中 �� 6395（20番人気）�� 14590（13番人気）�� 1679（41番人気）
3連複票数 計1176687 的中 ��� 3153（63番人気）
3連単票数 計2114190 的中 ��� 1428（251番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―36．8―49．3―1：01．5―1：13．4―1：25．1―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィエールマン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Green Tune デビュー 2018．1．28 東京1着

2015．1．20生 牡3鹿 母 リュヌドール 母母 Luth D’Or 2戦2勝 賞金 16，245，000円

09082 4月14日 曇 良 （30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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

24 ヨ シ オ 牡5鹿 57 戸崎 圭太仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 474± 01：52．1 6．7�

510 アナザートゥルース �4栗 57 大野 拓弥 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 478－ 81：52．31 11．3�

59 スウィフトレイド 牡5栗 57 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 510＋121：52．93� 11．1�
815 ネイビーブルー 牡5鹿 57 田辺 裕信青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 508＋ 41：53．0� 2．6�
35 エ ネ ス ク 牡5鹿 57 柴田 大知桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 514± 01：53．1� 18．8	
611 トウカイエントリー 牡7栗 57 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 徹 浦河 王蔵牧場 B504± 0 〃 アタマ 9．6

11 コアレスキング 牡8鹿 57 村田 一誠小林 昌志氏 伊藤 正徳 平取 コアレススタッド 544＋ 41：53．41� 225．6�
47 パレスハングリー 牝4黒鹿55 田中 勝春西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 476＋ 2 〃 アタマ 17．4�
48 ロードシャリオ 牡6鹿 57 三浦 皇成 �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 486＋ 4 〃 ハナ 4．9
36 バイタルフォース �6鹿 57 北村 宏司前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508－ 2 〃 アタマ 11．8�
816 ウインフェニックス 牡7鹿 57 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 476－ 21：53．61 59．2�
612 モ ン テ ネ オ 牡8黒鹿57 柴田 善臣毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 488－ 21：53．92 134．8�
12 ベルウッドテラス �8鹿 57 武藤 雅鈴木 照雄氏 中舘 英二 日高 オリオンファーム 496＋ 2 〃 クビ 215．8�
23 � ヴィーナスアロー 牝4青鹿55 武士沢友治村山 忠弘氏 根本 康広 浦河 市川フアーム 412－ 41：55．07 462．1�
714 トゥルーウインド 牡6栗 57 江田 照男 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 454＋14 〃 ハナ 167．1�
713� ガーニーフラップ 牡5鹿 57 嘉藤 貴行横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 川越ファーム 480± 01：55．21 625．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，084，000円 複勝： 81，563，500円 枠連： 38，169，900円
馬連： 167，575，800円 馬単： 69，484，900円 ワイド： 86，074，600円
3連複： 203，730，700円 3連単： 266，149，000円 計： 965，832，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 250円 � 420円 � 370円 枠 連（2－5） 2，070円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 7，680円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 1，490円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 14，640円 3 連 単 ��� 77，640円

票 数

単勝票数 計 530840 的中 � 63010（3番人気）
複勝票数 計 815635 的中 � 95866（3番人気）� 47698（7番人気）� 55437（6番人気）
枠連票数 計 381699 的中 （2－5） 14275（11番人気）
馬連票数 計1675758 的中 �� 30689（15番人気）
馬単票数 計 694849 的中 �� 6781（30番人気）
ワイド票数 計 860746 的中 �� 15581（18番人気）�� 14943（20番人気）�� 11304（25番人気）
3連複票数 計2037307 的中 ��� 10433（51番人気）
3連単票数 計2661490 的中 ��� 2485（266番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．4―12．9―12．4―12．5―12．6―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．4―49．3―1：01．7―1：14．2―1：26．8―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ヨ シ オ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2015．7．18 函館8着

2013．5．9生 牡5鹿 母 フローラルホーム 母母 タイキフローラ 48戦5勝 賞金 101，966，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 コアレスキング号の騎手村田一誠は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クラウンシャイン号・ファドーグ号・メイスンウォー号



09083 4月14日 曇 良 （30中山3）第7日 第11競走
第20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 66，000，000円 26，000，000円 17，000，000円 9，900，000円 6，600，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000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4：46．6良

56 オジュウチョウサン 牡7鹿 63 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 510＋ 44：43．0レコード 1．5�
79 アップトゥデイト 牡8芦 63 林 満明今西 宏枝氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 534－ 24：45．4大差 2．3�
33 ニホンピロバロン 牡8栗 63 白浜 雄造小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 486－104：46．89 14．1�
55 ルペールノエル 牡8黒鹿63 高田 潤 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 512－ 84：47．54 45．8�
710 テイエムオペラドン 牡9鹿 63 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 496－ 44：47．6クビ 291．0�
68 クランモンタナ 牡9芦 63 熊沢 重文 	社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482－104：48．66 194．5

22 シンキングダンサー 牡5栗 63 金子 光希佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 468－ 24：48．81� 58．5�
67 メイショウアラワシ 牡7栗 63 森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 476－ 44：50．8大差 208．0�
11 サンレイデューク 牡10鹿 63 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 466＋ 4 〃 ハナ 141．8
811 トーセンメリッサ 牝6青 61 大江原 圭島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 472－ 64：53．2大差 279．5�
812 サムライフォンテン 牡5黒鹿63 高野 和馬吉橋 興生氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 478＋ 44：58．2大差 413．2�
44 マイネルクロップ 牡8芦 63 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか グランド牧場 522＋ 25：00．4大差 25．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 125，635，800円 複勝： 196，205，400円 枠連： 51，569，000円
馬連： 237，111，200円 馬単： 204，571，000円 ワイド： 107，698，900円
3連複： 302，182，800円 3連単： 1，043，877，900円 計： 2，268，852，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（5－7） 130円

馬 連 �� 130円 馬 単 �� 200円

ワ イ ド �� 110円 �� 230円 �� 230円

3 連 複 ��� 290円 3 連 単 ��� 570円

票 数

単勝票数 計1256358 的中 � 643021（1番人気）
複勝票数 計1962054 的中 � 863031（1番人気）� 788832（2番人気）� 87892（3番人気）
枠連票数 計 515690 的中 （5－7） 286872（1番人気）
馬連票数 計2371112 的中 �� 1340171（1番人気）
馬単票数 計2045710 的中 �� 763274（1番人気）
ワイド票数 計1076989 的中 �� 401298（1番人気）�� 81900（3番人気）�� 81910（2番人気）
3連複票数 計3021828 的中 ��� 780315（1番人気）
3連単票数 計10438779 的中 ���1322786（1番人気）
上り 1マイル 1：43．8 4F 49．8－3F 36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オジュウチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．10．19 東京11着

2011．4．3生 牡7鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 障害：20戦12勝 賞金 533，073，000円

09084 4月14日 曇 良 （30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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

611 テイエムコンドル 牡7鹿 57 戸崎 圭太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 468－ 41：54．0 7．0�
12 ハ シ カ ミ 牡5青鹿57 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 470－ 6 〃 クビ 88．3�
713 シャムロック 牡4栗 57 石橋 脩 �いとはんホール

ディングス 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 490－ 21：54．21 10．9�
48 アンプラグド �7芦 57 北村 宏司 �いとはんホール

ディングス 大和田 成 千歳 社台ファーム 496－ 21：54．3� 61．4�
815 コトブキホーク 牡4黒鹿57 横山 典弘尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム B478± 01：54．62 21．9�
24 � トーホウリーガル 牡5青鹿57 内田 博幸東豊物産	 古賀 史生 日高 竹島 幸治 528＋ 2 〃 ハナ 55．2

510 インザバブル 牡5鹿 57 蛯名 正義	G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 21：54．7	 6．6�
36 アスタリスク 牡5鹿 57 田辺 裕信石川 達絵氏 奥村 武 新ひだか 山際 智 476＋ 41：55．01� 5．1�
47 � エンパイアステート �5鹿 57 嘉藤 貴行ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 41：55．21
 5．1
612� エターナルヒーロー �8黒鹿57 柴田 大知岡田 牧雄氏 栗田 博憲 むかわ 東振牧場 488＋ 21：55．3クビ 251．0�
714 ビービーガウディ 牡4栗 57 大野 拓弥�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 472－ 21：55．4	 6．7�
11 � パブリックフレンド 牡6青 57 武藤 雅西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 486＋ 6 〃 ハナ 349．5�
59 エグジットラック 牡4栗 57 柴田 善臣戸賀 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 510＋ 41：55．5クビ 53．9�
35 リョウランヒーロー 牡4黒鹿57 三浦 皇成佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 484± 0 〃 ハナ 27．2�
23 ゴールドブラッド 牡4栗 57 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 498＋ 21：55．92	 6．9�
816 ネ コ ビ ッ チ 牡4鹿 57 江田 照男桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 高瀬牧場 482－ 81：58．2大差 31．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 79，557，700円 複勝： 111，048，000円 枠連： 51，656，800円
馬連： 211，100，900円 馬単： 79，010，900円 ワイド： 126，369，300円
3連複： 281，689，400円 3連単： 349，701，100円 計： 1，290，134，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 250円 � 1，740円 � 340円 枠 連（1－6） 15，430円

馬 連 �� 32，570円 馬 単 �� 48，810円

ワ イ ド �� 5，280円 �� 1，010円 �� 7，720円

3 連 複 ��� 56，830円 3 連 単 ��� 423，960円

票 数

単勝票数 計 795577 的中 � 90048（6番人気）
複勝票数 計1110480 的中 � 132680（3番人気）� 13994（14番人気）� 89163（7番人気）
枠連票数 計 516568 的中 （1－6） 2594（31番人気）
馬連票数 計2111009 的中 �� 5023（70番人気）
馬単票数 計 790109 的中 �� 1214（125番人気）
ワイド票数 計1263693 的中 �� 6050（59番人気）�� 33465（13番人気）�� 4122（72番人気）
3連複票数 計2816894 的中 ��� 3717（178番人気）
3連単票数 計3497011 的中 ��� 598（1110番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―37．1―50．4―1：03．1―1：15．7―1：28．4―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムコンドル �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2013．11．17 東京12着

2011．3．29生 牡7鹿 母 テイエムヨカオゴ 母母 テイエムサイレン 43戦3勝 賞金 59，756，000円
〔発走状況〕 エンパイアステート号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔調教再審査〕 エンパイアステート号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 パイロキネシスト号
（非抽選馬） 1頭 セイカエドミザカ号



（30中山3）第7日 4月14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 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
厩務員出走奨励金

297，690，000円
15，720，000円
1，930，000円
36，150，000円
73，648，500円
6，098，400円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
544，310，500円
962，735，200円
309，454，600円
1，220，798，100円
685，236，600円
697，782，400円
1，543，100，200円
2，781，156，900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 8，744，574，500円

総入場人員 29，313名 （有料入場人員 27，194名）
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