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09037 4月3日 曇 稍重 （28中山3）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

510 ラッキーペニー 牝3鹿 54 戸崎 圭太平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 502－ 21：12．4 2．5�
48 ノボホウセイ 牝3栗 54

53 ☆石川裕紀人�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 502－ 4 〃 アタマ 3．2�
612 アポロガッツ 牝3栗 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 むかわ 真壁 信一 480－ 21：13．46 23．6�
816 エレナバレー 牝3青鹿 54

51 ▲藤田菜七子小濱 忠一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 436－ 41：13．5� 8．1�
12 マチャプチャレ 牝3鹿 54 柴田 大知鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 駿河牧場 444± 0 〃 クビ 28．1�
24 ティアップゼファー 牝3栗 54 江田 照男田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 462± 01：13．6クビ 5．1	
59 アキノバレリーナ 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 480± 01：13．7� 98．3

47 アポロアロマ 牝3栗 54

51 ▲原田 和真アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 浦河 大西ファーム 438－ 21：14．02 28．9�
23 ショウナンマハロ 牝3鹿 54 大野 拓弥国本 哲秀氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 488± 01：14．21 22．7�
36 ア イ ド ル 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹宮崎 金造氏 小桧山 悟 新冠 榊原 光子 418＋ 61：14．51� 182．8
815 ダンシングヒロイン 牝3黒鹿54 北村 宏司井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 434－ 21：14．71� 170．2�
11 タンゴファイヤー 牝3鹿 54 丸田 恭介田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 430＋ 41：14．91� 332．9�
713 メイショウボーテ 牝3芦 54

51 ▲木幡 巧也松本 好雄氏 小島 太 浦河 日の出牧場 490－ 41：15．0� 74．4�
611 レディカリーナ 牝3鹿 54 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 454－ 61：15．1� 29．1�
714 メイプルウッド 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 436＋131：16．16 488．5�
35 コウキアツガール 牝3栗 54 西田雄一郎吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 458± 01：16．84 97．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，963，700円 複勝： 52，380，200円 枠連： 19，339，200円
馬連： 77，017，800円 馬単： 43，691，900円 ワイド： 48，943，600円
3連複： 115，565，700円 3連単： 152，419，800円 計： 540，321，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 130円 � 370円 枠 連（4－5） 380円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 190円 �� 830円 �� 990円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 8，230円

票 数

単勝票数 計 309637 的中 � 96371（1番人気）
複勝票数 計 523802 的中 � 164594（1番人気）� 108526（2番人気）� 20816（6番人気）
枠連票数 計 193392 的中 （4－5） 39165（1番人気）
馬連票数 計 770178 的中 �� 147018（1番人気）
馬単票数 計 436919 的中 �� 44738（1番人気）
ワイド票数 計 489436 的中 �� 85964（1番人気）�� 12882（8番人気）�� 10665（13番人気）
3連複票数 計1155657 的中 ��� 30458（7番人気）
3連単票数 計1524198 的中 ��� 13417（16番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―11．7―12．1―12．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．0―34．7―46．8―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラッキーペニー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2015．7．12 福島6着

2013．2．25生 牝3鹿 母 クイックセイコー 母母 ス コ ー ル イ 8戦1勝 賞金 10，100，000円
〔その他〕 コウキアツガール号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

09038 4月3日 曇 稍重 （28中山3）第4日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

510 ブラスロック 牡3鹿 56 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 482－ 21：55．8 2．8�

612 ウインフラクタル 牡3栗 56 松岡 正海�ウイン 中野 栄治 浦河 小倉牧場 464－ 21：56．11� 24．8�
48 ミュゼリバイアサン 牡3鹿 56 柴山 雄一坂本 肇氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 518－ 21：56．41� 2．7�
59 リキサンダイオー 牡3黒鹿56 村田 一誠 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 460± 0 〃 ハナ 4．1�
714 シャスールニング 牡3栗 56 丸山 元気キャピタルクラブ 加藤 和宏 平取 有限会社中

田牧場 B420－121：56．93 255．7	
36 ディーゼルパワー 牡3黒鹿56 勝浦 正樹吉田 千津氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 510± 01：57．22 79．5

47 ミッキーディンドン 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 478± 01：57．73 24．5�
11 キ ッ ス イ 牡3黒鹿56 横山 和生�ターフ・スポート勢司 和浩 日高 ナカノファーム 458－ 81：57．8� 157．6�
12 イントゥザターフ 牡3鹿 56 内田 博幸平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 472 ―1：57．9� 22．7
713 キンショードリーム 牡3鹿 56 吉田 豊礒野日出夫氏 田島 俊明 厚真 阿部 栄乃進 500－ 41：58．11� 21．4�
23 サトノオマージュ 牡3鹿 56 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 482－101：58．63 112．8�
816 ブラウンテヌート 牝3青鹿54 田辺 裕信キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 地興牧場 456－ 61：58．91� 171．2�
815 ニシノライト 牡3栗 56 大野 拓弥西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 村上 欽哉 B444－ 2 〃 アタマ 151．8�
24 フレンドリーノヴァ 牡3青鹿 56

54 △長岡 禎仁増山 武志氏 大和田 成 様似 猿倉牧場 528－ 41：59．43 33．9�
611 ノーザンエンブレム 牝3黒鹿54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：59．93 333．4�
35 クラウンマグマ 牡3黒鹿56 柴田 大知矢野 恭裕氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 462－ 42：00．21� 19．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，926，500円 複勝： 41，611，300円 枠連： 20，108，300円
馬連： 71，341，300円 馬単： 38，691，700円 ワイド： 42，796，900円
3連複： 100，954，700円 3連単： 145，922，300円 計： 491，353，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 310円 � 120円 枠 連（5－6） 1，640円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 720円 �� 170円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 10，430円

票 数

単勝票数 計 299265 的中 � 84775（2番人気）
複勝票数 計 416113 的中 � 98281（2番人気）� 20256（7番人気）� 116915（1番人気）
枠連票数 計 201083 的中 （5－6） 9453（5番人気）
馬連票数 計 713413 的中 �� 21256（8番人気）
馬単票数 計 386917 的中 �� 8547（10番人気）
ワイド票数 計 427969 的中 �� 12717（8番人気）�� 81515（1番人気）�� 16976（5番人気）
3連複票数 計1009547 的中 ��� 57133（2番人気）
3連単票数 計1459223 的中 ��� 10141（23番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．5―12．7―12．6―13．1―13．5―13．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―37．2―49．9―1：02．5―1：15．6―1：29．1―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．3―3F40．2
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブラスロック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．11．21 東京6着

2013．3．14生 牡3鹿 母 バイユーストーム 母母 At the Half 4戦1勝 賞金 6，300，000円

第３回 中山競馬 第４日



09039 4月3日 曇 稍重 （28中山3）第4日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時10分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815 ロマンティックサン 牡3栗 56
55 ☆石川裕紀人岡田 牧雄氏 古賀 史生 浦河 金石牧場 464－ 41：13．4 1．6�

35 サノノカガヤキ 牡3鹿 56 内田 博幸ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 482－ 21：13．61 3．4�
714 イグナイトマインド 牡3鹿 56 勝浦 正樹 �社台レースホース尾形 充弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536－ 81：13．7� 26．2�
23 アルファスバル 牡3黒鹿56 田辺 裕信�貴悦 小西 一男 新冠 秋田牧場 450－ 81：14．12� 27．0�
24 ジ イ サ マ 牡3栗 56

54 △長岡 禎仁小田切 光氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 486＋ 6 〃 クビ 238．1	
59 オニニカナボー 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真西村新一郎氏 天間 昭一 むかわ 高田 良一 466－ 41：14．2クビ 64．8

510 シンキングカミユ 牝3鹿 54 吉田 豊野谷 美千氏 田島 俊明 新冠 浜口牧場 438－ 6 〃 アタマ 36．2�
816 コパノリクエスト 牡3鹿 56 柴山 雄一小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 B554－ 21：14．73 30．4�
48 シゲルカンパチ 牡3鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 坂 牧場 464＋101：14．91� 195．9
11 タイキマロン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 448± 0 〃 ハナ 50．4�

12 サンナシュア 牝3芦 54 黛 弘人加藤 信之氏 中野 栄治 新ひだか 井高牧場 460－111：15．0クビ 483．0�
47 グランドスリジエ 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎田畑 利彦氏 石栗 龍彦 浦河 モトスファーム 490－ 21：15．42� 635．3�
36 トミケンアールト 牡3芦 56 岩部 純二冨樫 賢二氏 南田美知雄 新ひだか グランド牧場 B476＋ 21：15．5クビ 172．4�
611 ジェネレーション 牡3黒鹿56 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 千歳 社台ファーム 428＋ 8 〃 ハナ 422．8�
713	 ルネサンスボーイ 牡3鹿 56 戸崎 圭太林 正道氏 高柳 瑞樹 米 Summer

Wind Farm 518 ―1：16．03 6．9�
612 ミ ラ ボ ー 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也髙嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム B420－121：16．74 316．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，513，300円 複勝： 102，656，600円 枠連： 20，655，500円
馬連： 72，155，700円 馬単： 52，580，700円 ワイド： 39，413，900円
3連複： 99，196，000円 3連単： 179，087，300円 計： 599，259，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 � 250円 枠 連（3－8） 220円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 140円 �� 440円 �� 520円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 2，260円

票 数

単勝票数 計 335133 的中 � 165843（1番人気）
複勝票数 計1026566 的中 � 727056（1番人気）� 134572（2番人気）� 21482（4番人気）
枠連票数 計 206555 的中 （3－8） 72280（1番人気）
馬連票数 計 721557 的中 �� 250945（1番人気）
馬単票数 計 525807 的中 �� 116586（1番人気）
ワイド票数 計 394139 的中 �� 102537（1番人気）�� 18234（4番人気）�� 14827（6番人気）
3連複票数 計 991960 的中 ��� 82110（2番人気）
3連単票数 計1790873 的中 ��� 57370（2番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．5―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―47．3―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロマンティックサン �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 Kingmambo デビュー 2016．3．5 中山2着

2013．5．6生 牡3栗 母 レイジングロマンス 母母 サマートリート 2戦1勝 賞金 7，400，000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） 1頭 ケイツールナ号
（非抽選馬） 2頭 ジャンセンノ号・ハヤブサミカリン号

09040 4月3日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（28中山3）第4日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，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3：10．2良・良

46 � エルインペレイター �6鹿 60 浜野谷憲尚�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム 498－ 43：12．9 3．9�
34 マイネルポルトゥス 牡4鹿 59 上野 翔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 484－ 23：13．0� 10．2�
11 ララオムドゥクー 牡4鹿 59 石神 深一フジイ興産� 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム B480＋ 83：13．1� 26．3�
33 プ レ ス リ ー 牡5黒鹿60 蓑島 靖典田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 山口 義彦 502＋ 23：13．95 16．6�
58 ラガーギアチェンジ 牡5青鹿60 黒岩 悠奥村 啓二氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 478－ 8 〃 クビ 33．8�
813 ヤマニンブルジョン 牡6栗 60 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 494± 03：15．17 3．6	
69 � ケンブリッジアーサ 牡6鹿 60 草野 太郎中西 桂子氏 石栗 龍彦 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 470＋ 43：15．52� 5．2

711 メイショウハイネス 牡4鹿 59 田村 太雅松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 492＋ 23：16．13� 313．2�
22 � フィリグラーナ 牡5栗 60 五十嵐雄祐畑佐 博氏 岩戸 孝樹 新冠 村本牧場 448＋ 23：17．05 89．3�
712 ネオザウイナー 牡8青鹿60 高田 潤小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 23：19．0大差 4．7
45 � ユアーザワン 牡4青 59 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 488± 03：19．1	 207．0�
57 ビッグチャンピオン 牡4黒鹿59 小野寺祐太坪野谷和平氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 B500± 03：19．95 84．6�
610 クリノイザナミ 牝5青 58 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 448＋ 23：21．17 47．1�
814 メイショウゲントク 牡4栗 59 熊沢 重文松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 472± 03：22．69 20．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，139，500円 複勝： 29，771，000円 枠連： 18，033，100円
馬連： 54，349，300円 馬単： 31，523，600円 ワイド： 29，547，000円
3連複： 79，585，400円 3連単： 115，425，500円 計： 381，374，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 240円 � 420円 枠 連（3－4） 1，280円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，050円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 7，800円 3 連 単 ��� 36，410円

票 数

単勝票数 計 231395 的中 � 46526（2番人気）
複勝票数 計 297710 的中 � 62436（1番人気）� 30253（5番人気）� 14861（7番人気）
枠連票数 計 180331 的中 （3－4） 10835（6番人気）
馬連票数 計 543493 的中 �� 20415（7番人気）
馬単票数 計 315236 的中 �� 6406（13番人気）
ワイド票数 計 295470 的中 �� 11340（6番人気）�� 7204（13番人気）�� 3599（23番人気）
3連複票数 計 795854 的中 ��� 7644（25番人気）
3連単票数 計1154255 的中 ��� 2298（115番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 52．8－3F 39．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�エルインペレイター �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 マンハッタンカフェ

2010．5．10生 �6鹿 母 スマートカスタム 母母 フロムファースト 障害：13戦1勝 賞金 21，250，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ララオムドゥクー号の騎手石神深一は，2周目4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番・13
番）



09041 4月3日 曇 良 （28中山3）第4日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時30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

510 ユニゾンデライト 牡3鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 482± 02：02．9 1．3�
11 アピアリング 牝3鹿 54 吉田 隼人前原 敏行氏 高木 登 新ひだか チャンピオンズファーム 492－ 82：03．11� 146．8�
715 コスモジャーベ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 474＋ 42：03．2� 4．2�
12 ウインブルースカイ 牡3栗 56

55 ☆石川裕紀人�ウイン 清水 英克 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 458＋ 42：03．62	 382．3	

818 アポロオスカー 牝3鹿 54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 大北牧場 434－ 22：03．7クビ 33．6

611 バトルルージュ 牝3黒鹿54 吉田 豊廣崎利洋HD� 小笠 倫弘 平取 清水牧場 442± 02：03．91� 197．6�
23 ゴールドクリスエス 牡3青鹿56 勝浦 正樹古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 488＋ 82：04．0	 10．6�
714 アンテレクテュエル 牡3鹿 56 A．シュタルケ �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 516 ― 〃 ハナ 36．1

（独）

816 ニシノソレイユ 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 454－ 4 〃 クビ 47．6�
59 アソングフォーユー 牡3栗 56 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 82：04．21� 82．0�
48 ピ ッ レ ウ ス 牝3青鹿 54

52 △井上 敏樹池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 446＋ 42：04．3	 163．1�
817 ダイワオッズ 牡3栗 56 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 470± 02：04．51� 93．2�
47 ゴールデンビーンズ 牡3鹿 56

54 △長岡 禎仁 �ダイヤモンドファーム 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 418± 02：04．71 224．9�
713 ダッシュビーム 牡3鹿 56 宮崎 北斗矢野 秀春氏 金成 貴史 新ひだか 真歌田中牧場 484± 02：04．91	 556．3�
35 ロ ジ カ ロ ン 牡3栗 56 大野 拓弥久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 450－ 2 〃 クビ 24．2�
24 クインズクオーツ 牡3栗 56 江田 照男 �クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 440± 02：05．0クビ 56．8�
612 マイウェイレコード 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真塩田 清氏 堀井 雅広 新冠 森 牧場 476＋ 62：05．21	 238．7�
36 ミヤギフェスタ 牡3鹿 56 松岡 正海菅原 光博氏 松山 将樹 新ひだか 田上 稔 450 ―2：05．94 106．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，077，300円 複勝： 127，627，100円 枠連： 24，912，400円
馬連： 74，484，100円 馬単： 51，883，400円 ワイド： 45，223，500円
3連複： 104，454，800円 3連単： 189，861，500円 計： 652，524，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 1，380円 � 120円 枠 連（1－5） 5，560円

馬 連 �� 7，740円 馬 単 �� 9，310円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 150円 �� 5，540円

3 連 複 ��� 6，660円 3 連 単 ��� 40，470円

票 数

単勝票数 計 340773 的中 � 196008（1番人気）
複勝票数 計1276271 的中 � 1002500（1番人気）� 3522（13番人気）� 98361（2番人気）
枠連票数 計 249124 的中 （1－5） 3471（14番人気）
馬連票数 計 744841 的中 �� 7458（15番人気）
馬単票数 計 518834 的中 �� 4179（20番人気）
ワイド票数 計 452235 的中 �� 4160（21番人気）�� 113506（1番人気）�� 1574（38番人気）
3連複票数 計1044548 的中 ��� 11752（15番人気）
3連単票数 計1898615 的中 ��� 3401（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．3―49．1―1：02．7―1：15．8―1：27．9―1：39．6―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．0
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ユニゾンデライト �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2015．11．29 東京6着

2013．4．21生 牡3鹿 母 マンデーデライト 母母 オーナーズデライト 4戦1勝 賞金 9，000，000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） 1頭 ニシノリュウセイ号
（非抽選馬） 1頭 コスモブランカ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

09042 4月3日 曇 良 （28中山3）第4日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時00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

612 ミッキーグローリー 牡3青鹿56 北村 宏司野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 518＋ 21：34．4 3．0�
36 ショコラーチ 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 452－ 2 〃 アタマ 16．5�
12 ショウナンアンセム 牡3芦 56 C．ルメール�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 464－ 4 〃 クビ 2．8�
48 クインズサン 牡3青 56 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 日進牧場 446－ 6 〃 アタマ 11．5�
713 モウカッテル 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子田中 邦彦氏 森 秀行 日高 沖田牧場 448± 01：34．82� 12．2	
611 メンデンホール 牝3黒鹿54 江田 照男 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 470－ 41：35．01� 42．9

714 タンタラスノオカ 牡3黒鹿56 松岡 正海嶋田 賢氏 田中 清隆 むかわ ヤマイチ牧場 462＋ 81：35．1クビ 84．2�
35 ジ ャ ガ ン ツ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 518－ 2 〃 ハナ 5．2�
510 クラウンスカイ 牡3青鹿56 横山 和生�クラウン 小野 次郎 新冠 ヒカル牧場 442－ 21：35．42 168．0
816 ローレルジャック 牡3黒鹿56 A．シュタルケ �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 470－ 41：35．71	 45．3�

（独）

11 ホッコーモモタン 牝3黒鹿54 田辺 裕信矢部 道晃氏 松永 康利 日高 川端 正博 408± 0 〃 ハナ 42．6�
24 キタサンガンバ 牡3鹿 56 柴山 雄一�大野商事 小笠 倫弘 日高 株式会社

RUMIファーム 474＋ 21：35．8クビ 41．7�
59 ローズクランス 牡3鹿 56 戸崎 圭太グリーンフィールズ� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B492－141：35．9� 46．5�
23 
 プールアンレーヴ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 愛 Earl Ecurie Du
Grand Chene 460－101：36．21	 94．5�

47 カシノエイシ 牡3鹿 56 熊沢 重文柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 546＋ 41：36．52 332．8�
815 ウインムート 牡3青鹿56 三浦 皇成�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 486＋101：37．77 83．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，346，600円 複勝： 69，048，700円 枠連： 27，337，100円
馬連： 99，829，100円 馬単： 51，687，300円 ワイド： 60，389，500円
3連複： 134，956，000円 3連単： 184，379，600円 計： 673，973，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 240円 � 120円 枠 連（3－6） 580円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 600円 �� 200円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 9，080円

票 数

単勝票数 計 463466 的中 � 121085（2番人気）
複勝票数 計 690487 的中 � 146458（2番人気）� 50263（5番人気）� 176546（1番人気）
枠連票数 計 273371 的中 （3－6） 36393（3番人気）
馬連票数 計 998291 的中 �� 36853（7番人気）
馬単票数 計 516873 的中 �� 12670（10番人気）
ワイド票数 計 603895 的中 �� 22633（7番人気）�� 93246（1番人気）�� 23809（6番人気）
3連複票数 計1349560 的中 ��� 67955（3番人気）
3連単票数 計1843796 的中 ��� 14716（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．3―46．8―58．4―1：10．3―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F36．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーグローリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．8．8 新潟3着

2013．4．3生 牡3青鹿 母 メ リ ッ サ 母母 ストーミーラン 5戦2勝 賞金 18，529，000円
〔制裁〕 ローレルジャック号の騎手A．シュタルケは，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30，000円。（被害馬：15

番）
〔その他〕 クインズサン号は，決勝線手前で内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 エンジニア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



09043 4月3日 曇 稍重 （28中山3）第4日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時30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
1：48．5
1：47．8

重
重

88 ジェイケイライアン 牡4鹿 57 武士沢友治小谷野次郎氏 菅原 泰夫 新ひだか 藤川フアーム B480± 01：54．6 5．5�
66 インストレーション 牡5鹿 57 吉田 隼人 �シルクレーシング 中川 公成 日高 庄野牧場 534＋ 21：54．81� 2．3�
89 � キ ン グ リ オ 牡4鹿 57 大野 拓弥窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 510－ 71：55．33 3．4�
55 チャンスメイク 牡5青 57 内田 博幸平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 452－ 61：55．4クビ 16．2�
44 � アンリキャトル �5黒鹿57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 466－101：55．61	 25．9�
33 トゥルーウインド 牡4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＋ 21：55．91
 18．3	
11 クラウンジーニアス 牡4栗 57

54 ▲木幡 巧也
クラウン 牧 光二 新冠 松浦牧場 B500＋ 21：56．85 25．0�
22 デ ィ マ ン ズ �4鹿 57 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 41：56．9
 6．2�
77 カゼニモマケズ 牝4栗 55

52 ▲原田 和真江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 440－ 21：57．43 163．9
（9頭）

売 得 金
単勝： 40，258，800円 複勝： 48，749，600円 枠連： 18，300，000円
馬連： 88，070，400円 馬単： 52，622，500円 ワイド： 45，705，000円
3連複： 99，882，400円 3連単： 196，000，700円 計： 589，589，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 140円 � 120円 � 130円 枠 連（6－8） 290円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 250円 �� 350円 �� 210円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 6，740円

票 数

単勝票数 計 402588 的中 � 57544（3番人気）
複勝票数 計 487496 的中 � 80233（3番人気）� 124382（1番人気）� 88516（2番人気）
枠連票数 計 183000 的中 （6－8） 47734（1番人気）
馬連票数 計 880704 的中 �� 123963（1番人気）
馬単票数 計 526225 的中 �� 26091（5番人気）
ワイド票数 計 457050 的中 �� 45805（2番人気）�� 30425（5番人気）�� 59080（1番人気）
3連複票数 計 998824 的中 ��� 84936（2番人気）
3連単票数 計1960007 的中 ��� 21083（16番人気）

ハロンタイム 12．7―12．3―13．0―13．1―12．9―12．3―12．6―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．0―38．0―51．1―1：04．0―1：16．3―1：28．9―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．3
1
3
3（1，6）9（2，8）（5，4）7
4，6（3，9，8）（1，2）－5，7

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

勝馬の
紹 介

ジェイケイライアン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．8．3 札幌6着

2012．2．10生 牡4鹿 母 ジェイケイクリス 母母 ジェイケイコマンダ 11戦2勝 賞金 13，600，000円
〔制裁〕 アンリキャトル号の騎手北村宏司は，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）

09044 4月3日 曇 良 （28中山3）第4日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

22 ジュンファイトクン 牡4栗 57 戸崎 圭太河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 458＋122：01．0 4．8�
713 カ カ ド ゥ 牡4鹿 57 田辺 裕信�ラ・メール 奥村 武 新ひだか グランド牧場 484＋ 4 〃 クビ 6．1�
47 パリカラノテガミ 牡5鹿 57 松岡 正海嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 448± 02：01．1� 5．4�
814 ロッカフラベイビー 牝4黒鹿55 三浦 皇成山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 448＋ 82：01．2� 5．5�
611 アドマイヤピンク 牝4栗 55 柴山 雄一近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 470＋ 42：01．3� 40．8�
59 ニシノカブケ 牡4栗 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 494－ 22：01．4� 49．1	
11 ウインマハロ 牝4鹿 55 津村 明秀�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 422－ 82：01．5� 15．6

58 レ オ ニ ー ズ 牡5鹿 57

56 ☆石川裕紀人 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 514＋202：01．6クビ 11．3�

610 コティニャック 牡4青鹿57 吉田 豊伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 522± 02：01．7� 7．0

815	 ブランダルジャン 牝4芦 55 石橋 脩河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 450－ 92：01．8
 159．4�
35 コンチャフラメンカ 牝4黒鹿55 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 新冠 パカパカ
ファーム 438－ 82：01．9クビ 9．2�

712 ナスノアオバ 牡5鹿 57 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 530＋ 4 〃 クビ 103．8�

23 デルマサリーチャン 牝5鹿 55 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 474－ 22：02．0� 289．8�
34 コスモアルドラ 牡4鹿 57 内田 博幸岡田 繁幸氏 水野 貴広 浦河 帰山 清貴 526＋ 82：02．53 37．1�
46 マイネルヴェルス 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 544＋ 42：02．71� 41．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 43，620，400円 複勝： 79，737，200円 枠連： 27，320，000円
馬連： 131，532，800円 馬単： 56，359，400円 ワイド： 66，169，700円
3連複： 166，791，500円 3連単： 217，711，600円 計： 789，242，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 220円 � 180円 枠 連（2－7） 2，530円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 4，840円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 650円 �� 790円

3 連 複 ��� 4，940円 3 連 単 ��� 28，920円

票 数

単勝票数 計 436204 的中 � 72226（1番人気）
複勝票数 計 797372 的中 � 92832（4番人気）� 91677（5番人気）� 128355（1番人気）
枠連票数 計 273200 的中 （2－7） 8340（16番人気）
馬連票数 計1315328 的中 �� 35393（14番人気）
馬単票数 計 563594 的中 �� 8718（20番人気）
ワイド票数 計 661697 的中 �� 13919（17番人気）�� 26720（4番人気）�� 21670（6番人気）
3連複票数 計1667915 的中 ��� 25276（14番人気）
3連単票数 計2177116 的中 ��� 5456（86番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．2―48．8―1：01．6―1：13．6―1：25．3―1：37．0―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジュンファイトクン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2014．11．2 東京8着

2012．3．21生 牡4栗 母 キャニオンビュー 母母 ベガスナイト 11戦2勝 賞金 24，676，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



09045 4月3日 曇 良 （28中山3）第4日 第9競走 ��
��1，200�千 葉 日 報 杯

発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

千葉日報杯（1着）
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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

79 アルマエルナト �5栗 57 柴田 大知コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 468± 01：09．4 23．6�
55 スーパーアース 牝6黒鹿55 田辺 裕信岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 482＋14 〃 アタマ 102．8�
33 フルールシチー 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 512± 01：09．61	 2．2�
44 クラウンカイザー 牡7黒鹿57 太宰 啓介�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 496± 0 〃 ハナ 44．3�
812 タケデンタイガー 牡4栗 57 津村 明秀武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 472－ 41：09．7
 10．3�
22 シルヴァーコード 牝4芦 55 内田 博幸田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 470－ 2 〃 クビ 2．4	
56 ジェットコルサ 牡4青 57 吉田 隼人尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 480＋ 4 〃 ハナ 31．1

67 ホッコーサラスター 牝5鹿 55 三浦 皇成矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 478＋ 21：09．8クビ 7．1�
11 サンライズポパイ 牡8鹿 57 大野 拓弥松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 490＋ 4 〃 クビ 22．1�
710 ラインロバート 牡7青鹿57 吉田 豊大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：09．9クビ 187．7
68 � リバティーホール 牝7鹿 55 田中 勝春吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 452± 01：10．21� 107．8�
811 レヴァンタール �7鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 456± 01：10．52 289．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，949，500円 複勝： 61，659，300円 枠連： 24，601，200円
馬連： 124，034，600円 馬単： 71，317，500円 ワイド： 53，218，900円
3連複： 153，009，800円 3連単： 327，994，400円 計： 857，785，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，360円 複 勝 � 560円 � 1，680円 � 120円 枠 連（5－7） 12，470円

馬 連 �� 77，080円 馬 単 �� 143，780円

ワ イ ド �� 11，530円 �� 980円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 44，870円 3 連 単 ��� 574，380円

票 数

単勝票数 計 419495 的中 � 14186（6番人気）
複勝票数 計 616593 的中 � 21108（6番人気）� 6335（9番人気）� 206720（1番人気）
枠連票数 計 246012 的中 （5－7） 1528（22番人気）
馬連票数 計1240346 的中 �� 1247（47番人気）
馬単票数 計 713175 的中 �� 372（85番人気）
ワイド票数 計 532189 的中 �� 1152（47番人気）�� 14587（8番人気）�� 5495（19番人気）
3連複票数 計1530098 的中 ��� 2557（65番人気）
3連単票数 計3279944 的中 ��� 414（484番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―11．6―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．2―46．8―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．2
3 ・（2，4）5（1，6，11）（8，7，10）12，3，9 4 ・（2，4）5（1，6，11，12）10（8，7，3，9）

勝馬の
紹 介

アルマエルナト �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 With Approval デビュー 2013．6．23 函館4着

2011．3．1生 �5栗 母 キャメロンガール 母母 Above the Salt 21戦4勝 賞金 74，436，000円

09046 4月3日 曇 稍重 （28中山3）第4日 第10競走 ��
��1，800�

ふくりゅう

伏竜ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，400万円毎1�
増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000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

23 � ストロングバローズ 牡3鹿 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Fox
Straus KY 534＋ 61：52．4 2．6�

713 グレンツェント 牡3鹿 56 A．シュタルケ �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：52．71	 2．8�
（独）

34 ケイティブレイブ 牡3栗 56 勝浦 正樹瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 岡野牧場 488＋ 81：52．8クビ 15．4�
22 インザバブル 牡3鹿 56 大野 拓弥�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 480－ 61：53．12 15．5�
59 キョウエイギア 牡3鹿 56 中谷 雄太田中 晴夫氏 矢作 芳人 青森 村上 幹夫 476＋ 41：53．2
 23．0	
815 マイネルバサラ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 456－ 4 〃 ハナ 61．9

46 ドライバーズハイ 牡3鹿 56 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 450± 01：53．52 31．7�
814 ロンドンタウン 牡3鹿 56 松岡 正海薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 500－ 2 〃 クビ 78．9�
35 レ ガ ー ロ 牡3鹿 57 戸崎 圭太寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 498－ 6 〃 ハナ 6．4
47 ミッテルレギ 牡3芦 56 井上 敏樹 �スピードファーム和田 正道 新冠 八木 常郎 480－ 41：53．71 16．1�
712 プレスティージオ 牡3栗 56 北村 友一奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 468－ 41：54．23 41．6�
611 ナムラアラシ 牡3鹿 56 柴山 雄一奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 500＋ 81：54．41
 40．5�
610 ヤギリジャスパー 牡3鹿 56 吉田 隼人内田ヤエ子氏 高橋 義博 新ひだか 桜井牧場 520－ 41：54．5	 151．7�
58 ワイルドゲーム 牡3鹿 56 三浦 皇成合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 492＋ 21：55．13
 204．0�
11 エ ネ ス ク 牡3鹿 56 内田 博幸桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 508＋ 41：55．31� 95．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 77，638，200円 複勝： 96，454，200円 枠連： 47，245，400円
馬連： 217，993，300円 馬単： 108，031，400円 ワイド： 100，905，700円
3連複： 294，225，700円 3連単： 476，075，600円 計： 1，418，569，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 130円 � 240円 枠 連（2－7） 380円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 210円 �� 440円 �� 940円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 5，230円

票 数

単勝票数 計 776382 的中 � 234821（1番人気）
複勝票数 計 964542 的中 � 259516（1番人気）� 204238（2番人気）� 70965（5番人気）
枠連票数 計 472454 的中 （2－7） 96246（1番人気）
馬連票数 計2179933 的中 �� 375480（1番人気）
馬単票数 計1080314 的中 �� 104646（1番人気）
ワイド票数 計1009057 的中 �� 150398（1番人気）�� 54962（3番人気）�� 23175（11番人気）
3連複票数 計2942257 的中 ��� 134826（3番人気）
3連単票数 計4760756 的中 ��� 65956（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．5―49．1―1：01．5―1：14．0―1：26．4―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ストロングバローズ �
�
父 Mineshaft �

�
母父 Street Cry デビュー 2015．10．25 東京1着

2013．3．9生 牡3鹿 母 Chelsea Ballad 母母 Chelsey Dancer 5戦3勝 賞金 43，905，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目
３レース目



09047 4月3日 曇 良 （28中山3）第4日 第11競走 ��
��1，600�第48回ダービー卿チャレンジトロフィー（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，27．4．4以降28．3．27まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

ダービー卿チャレンジトロフィー（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

510 マジックタイム 牝5黒鹿53 A．シュタルケ �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：32．8 13．0�
（独）

714 ロ ゴ タ イ プ 牡6黒鹿58 田辺 裕信吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 498－ 4 〃 クビ 10．7�
36 サトノアラジン 牡5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 534＋101：33．01� 3．4�
713 ダイワリベラル 牡5黒鹿56 三浦 皇成大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 532－ 81：33．1� 25．1�
611 サンライズメジャー 牡7栗 56 柴山 雄一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 486－ 41：33．2クビ 18．3�
35 	 ダッシングブレイズ 牡4栗 56 戸崎 圭太グリーンフィールズ	 吉村 圭司 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

494＋ 2 〃 クビ 5．0

48 エキストラエンド 牡7鹿 57 吉田 隼人 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 474＋ 21：33．3� 25．4�
11 	 キャンベルジュニア 牡4鹿 54 川田 将雅吉田 和美氏 堀 宣行 豪

Katom, Chelsaus, Wynaus &
China Horse Club Investment
Holdings Ltd

512－ 4 〃 アタマ 2．9�
47 メイショウヤタロウ 牡8鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 486－ 81：33．51� 96．6
59 インパルスヒーロー 牡6鹿 56 田中 勝春佐々木政充氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B506± 01：33．6クビ 34．6�
23 ダイワマッジョーレ 牡7鹿 57 丸田 恭介大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 436－ 6 〃 アタマ 176．3�
12 アルマワイオリ 牡4黒鹿55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 小泉牧場 464± 0 〃 アタマ 44．3�
816 タガノブルグ 牡5鹿 54 北村 友一八木 秀之氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454－ 41：33．7� 225．2�
24 ク ラ レ ン ト 牡7栗 58 松山 弘平前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 ノースヒルズマネジメント 500－ 21：34．01� 46．5�
612 テイエムタイホー 牡7栗 57 内田 博幸竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 486－ 61：34．1� 63．4�
815 フラアンジェリコ 牡8栗 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 518＋ 21：34．2クビ 157．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 198，780，100円 複勝： 273，757，600円 枠連： 163，707，500円 馬連： 742，072，200円 馬単： 324，492，000円
ワイド： 324，364，600円 3連複： 1，186，694，600円 3連単： 1，932，837，200円 5重勝： 698，233，900円 計： 5，844，939，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 340円 � 280円 � 160円 枠 連（5－7） 2，280円

馬 連 �� 6，110円 馬 単 �� 12，830円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 850円 �� 750円

3 連 複 ��� 6，930円 3 連 単 ��� 59，230円

5 重 勝
対象競走：中山9R／阪神10R／中山10R／阪神11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 1，508，530円

票 数

単勝票数 計1987801 的中 � 121471（5番人気）
複勝票数 計2737576 的中 � 179594（5番人気）� 234334（4番人気）� 554394（2番人気）
枠連票数 計1637075 的中 （5－7） 55427（9番人気）
馬連票数 計7420722 的中 �� 94078（20番人気）
馬単票数 計3244920 的中 �� 18956（42番人気）
ワイド票数 計3243646 的中 �� 44046（21番人気）�� 99660（6番人気）�� 113930（4番人気）
3連複票数 計11866946 的中 ��� 128263（18番人気）
3連単票数 計19328372 的中 ��� 23657（182番人気）
5重勝票数 計6982339 的中 ����� 324

ハロンタイム 12．5―11．3―11．5―11．6―11．4―11．1―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．3―46．9―58．3―1：09．4―1：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

マジックタイム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．7．14 福島2着

2011．2．15生 牝5黒鹿 母 タイムウィルテル 母母 フサイチカツラ 17戦5勝 賞金 136，625，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 アイライン号・ココロノアイ号・シベリアンスパーブ号・シャイニープリンス号・ショウナンアチーヴ号・

ニシノビークイック号・ノットフォーマル号・ミュゼゴースト号・ヤングマンパワー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

09048 4月3日 曇 稍重 （28中山3）第4日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走16時25分 （ダート・右）

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

24 ガッサンプレイ 牡6栗 57 杉原 誠人西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 478＋ 41：11．9 173．3�
611 キタサンサジン 牡4栗 57 戸崎 圭太�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 512－ 8 〃 クビ 2．1�
59 タケルラグーン 牡4鹿 57 石橋 脩森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 480－ 41：12．0� 25．1�
816 プリンセスロック 牝4鹿 55 C．ルメール 吉田 和美氏 大和田 成 浦河 浦河育成牧場 476＋101：12．31� 8．3�
510 タッチシタイ 牡6栗 57 川田 将雅小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 496＋ 2 〃 ハナ 5．9�
48 � アキノアッパー 牡6栗 57 嘉藤 貴行穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 476－ 61：12．4クビ 51．0	
713 トウショウデュエル 牡4栗 57

54 ▲木幡 巧也トウショウ産業
 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 496－ 6 〃 クビ 290．9�
23 タイセイプレシャス 	4栗 57 大庭 和弥田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 476＋ 21：12．5� 51．0�
714 シークレットアーム 牡7鹿 57 丸田 恭介�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 512± 0 〃 ハナ 480．7
35 マサノグリンベレー 牡5青 57 田辺 裕信中村 時子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 498－ 21：12．6クビ 26．5�
815 タニセンジャッキー 牡7鹿 57 吉田 豊染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 B484＋ 4 〃 クビ 322．7�
12 マイネルエスパス 牡4青鹿57 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 512± 0 〃 アタマ 5．2�
47 � サウスキング 牡5黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 488± 01：12．7クビ 40．3�
612 メイショウカイモン 	5鹿 57 江田 照男松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 476－ 21：12．91� 20．8�
36 ノースウッド 牡4鹿 57 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512± 01：13．43 10．6�
11 フリーアズアバード 	8鹿 57 伊藤 工真 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B470＋101：14．78 359．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 93，798，400円 複勝： 118，316，300円 枠連： 63，665，400円
馬連： 311，548，500円 馬単： 120，807，600円 ワイド： 130，569，000円
3連複： 343，608，400円 3連単： 592，522，200円 計： 1，774，835，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 17，330円 複 勝 � 2，110円 � 130円 � 450円 枠 連（2－6） 2，980円

馬 連 �� 18，210円 馬 単 �� 55，040円

ワ イ ド �� 5，440円 �� 18，190円 �� 820円

3 連 複 ��� 62，590円 3 連 単 ��� 617，210円

票 数

単勝票数 計 937984 的中 � 4328（12番人気）
複勝票数 計1183163 的中 � 9952（12番人気）� 358765（1番人気）� 53852（7番人気）
枠連票数 計 636654 的中 （2－6） 16523（11番人気）
馬連票数 計3115485 的中 �� 14108（36番人気）
馬単票数 計1208076 的中 �� 1646（91番人気）
ワイド票数 計1305690 的中 �� 6037（42番人気）�� 1789（69番人気）�� 43305（7番人気）
3連複票数 計3436084 的中 ��� 4117（124番人気）
3連単票数 計5925222 的中 ��� 696（868番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―12．5―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．5―47．0―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガッサンプレイ �
�
父 アルカセット �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2012．8．26 札幌3着

2010．4．20生 牡6栗 母 オウシュウフリート 母母 マツクスフリート 27戦4勝 賞金 58，084，000円

５レース目



（28中山3）第4日 4月3日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 179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

252，020，000円
6，080，000円
1，640，000円
27，940，000円
73，151，000円
5，740，800円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
694，012，300円
1，101，769，100円
475，225，100円
2，064，429，100円
1，003，689，000円
987，247，300円
2，878，925，000円
4，710，237，700円
698，233，900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
5 重 勝
計 14，613，768，500円

総入場人員 24，440名 （有料入場人員 22，294名）
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