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09025 4月1日 小雨 不良 （29中山3）第3日 第1競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

814 ウインミストレス 牝3黒鹿54 内田 博幸�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 81：56．5 26．9�
35 ヒ ス イ 牝3鹿 54 柴山 雄一�ミルファーム 谷原 義明 新冠 有限会社 大

作ステーブル B492± 0 〃 アタマ 7．7�
23 ディアチャイブ 牝3鹿 54 江田 照男ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 466± 0 〃 クビ 3．9�
713 ア ク ア リ オ 牝3鹿 54 北村 宏司村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 444－ 21：56．6クビ 11．8�
11 エアセリーナ 牝3栗 54 戸崎 圭太 �ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 464＋ 21：57．02� 4．6	
34 モリトシラギク 牝3芦 54 勝浦 正樹石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 B464＋ 21：57．21� 3．1

46 ハヤブサキラリ 牝3鹿 54 吉田 隼人武田 修氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 01：57．4� 11．1�
610 フェイマスラブ 牝3鹿 54

52 △木幡 巧也堀江 貞幸氏 松山 将樹 新冠 若林牧場 460－ 81：57．82� 60．2�
611 ベストベット 牝3鹿 54 松岡 正海下河行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 420－ 61：58．01� 33．7�
58 エスペレラヴニール 牝3鹿 54

52 △伴 啓太藤井 亮輔氏 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム 452－141：58．1� 67．4�
59 クインズスプリング 牝3芦 54 吉田 豊亀田 和弘氏 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 464＋ 21：58．2� 43．4�
815 デルマミダレガミ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史浅沼 廣幸氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 446＋ 61：58．73 66．5�
47 キタノリツメイ 牝3栗 54 伊藤 工真�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 442± 01：59．55 76．5�
22 サンシンシナティ 牝3栗 54 二本柳 壮 �加藤ステーブル 二本柳俊一 浦河 今井 秀樹 428－ 61：59．71� 186．5�
712 コロリアージュ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 日高 新井 昭二 426－122：00．87 138．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，741，600円 複勝： 39，694，400円 枠連： 17，369，500円
馬連： 64，034，200円 馬単： 33，375，100円 ワイド： 43，208，100円
3連複： 97，346，000円 3連単： 126，524，400円 計： 445，293，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，690円 複 勝 � 590円 � 230円 � 170円 枠 連（3－8） 1，730円

馬 連 �� 5，530円 馬 単 �� 12，780円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 1，900円 �� 600円

3 連 複 ��� 8，990円 3 連 単 ��� 65，700円

票 数

単勝票数 計 237416 的中 � 7045（7番人気）
複勝票数 計 396944 的中 � 13918（7番人気）� 44800（4番人気）� 71436（2番人気）
枠連票数 計 173695 的中 （3－8） 7764（7番人気）
馬連票数 計 640342 的中 �� 8971（16番人気）
馬単票数 計 333751 的中 �� 1958（38番人気）
ワイド票数 計 432081 的中 �� 7631（15番人気）�� 5657（18番人気）�� 19416（6番人気）
3連複票数 計 973460 的中 ��� 8114（26番人気）
3連単票数 計1265244 的中 ��� 1396（177番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．7―39．1―52．3―1：04．6―1：17．2―1：29．9―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインミストレス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．7．24 函館6着

2014．1．27生 牝3黒鹿 母 サマーアクトレス 母母 サンデースクリーン 10戦1勝 賞金 5，000，000円

09026 4月1日 小雨 不良 （29中山3）第3日 第2競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

713 ノットオンリー 牡3鹿 56
54 △井上 敏樹久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 430± 01：12．0 4．0�

47 タイセイスマッシュ 牝3芦 54 勝浦 正樹田中 成奉氏 池上 昌弘 新冠 山岡ファーム 432± 01：12．21� 9．6�
48 ファステストネオ 牝3栗 54 柴山 雄一鈴木 伸昭氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 446－ 21：12．41� 6．3�
815 ギャラクシーキング 牡3芦 56

53 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 藤本牧場 456－ 21：12．5� 36．8�
714 ムテキングス 牡3鹿 56 田辺 裕信大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 飛野牧場 464± 01：12．6� 3．0�
612 シゲルインパラ 牝3鹿 54 柴田 大知森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 大林ファーム 428＋ 41：12．7� 24．0�
816 アキラノテソーロ 牡3黒鹿56 吉田 隼人了德寺健二氏 池上 昌和 浦河 丸幸小林牧場 468－ 4 〃 クビ 14．7	
35 メイショウアテン 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 小島 太 様似 中脇 一幸 480＋ 21：12．8クビ 15．2

611 ミッキースプリング 牡3鹿 56 蛯名 正義野田みづき氏 萩原 清 浦河 三嶋牧場 484＋ 41：12．9� 7．5�
36 ハシルヨマッテテ 牝3栗 54

52 △木幡 巧也田中 幹雄氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 420－ 41：13．11� 104．2�
510 ネバービーンベター 牝3青鹿54 北村 宏司西城 公雄氏 松永 康利 日高 坂戸 節子 464＋ 21：13．2� 54．9
12 トリックコンボ 牡3黒鹿56 村田 一誠松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 480＋ 21：13．3� 61．1�
24 ペイシャラジョワ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太北所 直人氏 青木 孝文 新ひだか 友田牧場 460－121：13．83 116．4�
23 ヤマニンアルバス 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 434－ 6 〃 クビ 104．8�
11 カッパエーリダニ 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 村下 明博 430－ 41：13．9クビ 183．1�
59 クリムゾンシチー �3青 56 岩部 純二 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 418 ―1：14．96 104．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，798，400円 複勝： 46，294，400円 枠連： 20，826，200円
馬連： 56，867，700円 馬単： 28，020，400円 ワイド： 40，436，300円
3連複： 81，466，600円 3連単： 94，897，000円 計： 394，607，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 250円 � 180円 枠 連（4－7） 370円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 620円 �� 400円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 12，950円

票 数

単勝票数 計 257984 的中 � 51298（2番人気）
複勝票数 計 462944 的中 � 82884（2番人気）� 41354（5番人気）� 66599（3番人気）
枠連票数 計 208262 的中 （4－7） 42757（1番人気）
馬連票数 計 568677 的中 �� 27398（7番人気）
馬単票数 計 280204 的中 �� 6341（11番人気）
ワイド票数 計 404363 的中 �� 16456（5番人気）�� 27158（2番人気）�� 14923（8番人気）
3連複票数 計 814666 的中 ��� 25380（4番人気）
3連単票数 計 948970 的中 ��� 5309（19番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―12．2―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．4―46．6―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノットオンリー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．16 福島6着

2014．3．1生 牡3鹿 母 ノンストップラブ 母母 ノンストップレディ 7戦1勝 賞金 9，550，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サウスギガパワー号・ドラゴンボート号
（非抽選馬） 2頭 ショウナンカグヤ号・デルマイヨマンテ号

第３回 中山競馬 第３日



09027 4月1日 小雨 不良 （29中山3）第3日 第3競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

48 コトブキホーク 牡3黒鹿56 横山 典弘尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 482± 01：54．1 1．5�
47 フラッグアドミラル 牡3黒鹿56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 454＋ 41：55．05 74．0�
612 ジャストヒーロー 牡3黒鹿56 西田雄一郎密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 B448－ 6 〃 アタマ 14．7�
36 ア オ ス タ 牡3栗 56 内田 博幸吉田 和美氏 古賀 慎明 新ひだか 仲野牧場 506＋ 61：55．1� 11．0�
714 トミケンタルモ 牝3鹿 54 田辺 裕信冨樫 賢二氏 上原 博之 浦河 ガーベラパー

クスタツド B454＋ 6 〃 ハナ 7．3�
713 ストーミースター 牡3黒鹿56 小野寺祐太保坂 和孝氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 466± 01：55．41� 13．7�
510 ラインディオーネ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 426－ 61：55．71� 20．8	
12 ウインポディオ 牡3栗 56 丹内 祐次
ウイン 粕谷 昌央 浦河 栄進牧場 466＋ 31：56．33� 165．2�
11 デ ス ト ロ イ 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B498－ 4 〃 アタマ 31．6�
24 ワ カ ダ ン ナ 牡3芦 56 村田 一誠村田 哲朗氏 小野 次郎 むかわ 上水牧場 510－ 61：57．15 212．0
815 マグニフィセント 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹長谷川清英氏 菊沢 隆徳 新ひだか 武 牧場 516± 01：57．2� 33．5�
23 ナムラノール 牡3鹿 56 長岡 禎仁奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 428－ 21：57．4� 249．7�
611 ク ラ プ ト ン 牡3栗 56 丸山 元気佐野 雅昭氏 竹内 正洋 浦河 ダイヤモンドファーム 484＋ 81：58．25 32．3�
816 ジ ン ダ イ 牡3鹿 56 田中 勝春樋口 稔氏 二ノ宮敬宇 新冠 タニグチ牧場 470± 0 〃 クビ 157．5�
35 トーアウラシマ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行高山ランド
 星野 忍 豊浦トーア牧場 520－ 61：58．3� 188．5�
59 キャノンショット 牡3栗 56 吉田 豊 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B580 ―2：05．0大差 19．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，092，000円 複勝： 64，316，200円 枠連： 18，191，300円
馬連： 53，721，500円 馬単： 36，103，200円 ワイド： 38，382，300円
3連複： 77，017，500円 3連単： 121，238，000円 計： 437，062，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 1，270円 � 220円 枠 連（4－4） 6，190円

馬 連 �� 6，520円 馬 単 �� 8，190円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 310円 �� 8，350円

3 連 複 ��� 13，720円 3 連 単 ��� 58，910円

票 数

単勝票数 計 280920 的中 � 146196（1番人気）
複勝票数 計 643162 的中 � 390463（1番人気）� 4679（11番人気）� 38248（3番人気）
枠連票数 計 181913 的中 （4－4） 2277（17番人気）
馬連票数 計 537215 的中 �� 6377（15番人気）
馬単票数 計 361032 的中 �� 3305（17番人気）
ワイド票数 計 383823 的中 �� 4059（21番人気）�� 37616（2番人気）�� 1064（54番人気）
3連複票数 計 770175 的中 ��� 4210（38番人気）
3連単票数 計1212380 的中 ��� 1492（157番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．2―49．9―1：02．4―1：15．1―1：27．9―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．0
1
3
13－（7，6）2（10，12）8（5，14，15）（3，1）（4，11）＝16－9
13（6，12）7（2，14，10，8）－11，1（15，4）3－5＝16＝9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コトブキホーク �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．6．19 東京11着

2014．4．7生 牡3黒鹿 母 エ ヴ ァ 母母 ラブフォーエバー 5戦1勝 賞金 7，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャノンショット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月1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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ペイシャリル号

09028 4月1日 小雨 不良 （29中山3）第3日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11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
1：08．7
1：08．7

重
重

35 ワシントンレガシー 牝3芦 54 柴山 雄一吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：11．3 5．1�
816 エンセラダス 牡3黒鹿56 松岡 正海嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 472－ 41：11．93� 6．0�
23 ミ ラ ド ー ル 牝3青 54

52 △木幡 巧也水上 行雄氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B442± 01：12．0� 96．5�
12 ヴ ィ オ ラ 牝3黒鹿54 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 450＋ 21：12．21� 3．9�
713 エボニーアイボリー 牝3黒鹿54 大野 拓弥諸江 幸祐氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 438－ 41：12．3� 16．3�
510 スズカバランス 牡3鹿 56 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458－ 61：12．4クビ 25．2�
48 ニシノキスミー 牝3鹿 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 竹内 正洋 浦河 高昭牧場 448＋ 21：12．5� 3．4	
47 サンマルアルティマ 牡3黒鹿56 蛯名 正義相馬 勇氏 小島 太 浦河 中村 雅明 480± 01：12．92� 11．0

612 パーフェクトプラン 牡3黒鹿56 北村 宏司 �フジワラ・ファーム 池上 昌和 新ひだか フジワラフアーム 468－ 41：13．0� 42．8�
11 マリノヒミコ 牝3黒鹿54 横山 和生矢野まり子氏 古賀 史生 日高 旭 牧場 444－10 〃 クビ 78．5
36 クリノハリウッド 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 築紫 洋 444＋101：13．1� 166．0�
815 キ ヌ ヌ ウ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹村田 滋氏 柄崎 孝 日高 木村牧場 488－ 41：13．2クビ 73．0�
714 セトノムーン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎難波 澄子氏 田島 俊明 日高 新井 昭二 454－101：13．52 46．9�
59 ヤマタケシンバ 牡3鹿 56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 426＋ 81：13．6クビ 45．9�
24 ファイアーブライト 牝3栗 54

52 △木幡 初也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 426－ 81：14．02� 292．9�
611 グリッタードリーム 牝3鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース武藤 善則 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 21：14．31� 22．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，305，600円 複勝： 46，377，800円 枠連： 18，727，400円
馬連： 63，477，400円 馬単： 30，628，900円 ワイド： 44，604，400円
3連複： 89，678，800円 3連単： 108，521，700円 計： 430，322，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 220円 � 200円 � 1，170円 枠 連（3－8） 1，910円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 720円 �� 5，350円 �� 6，680円

3 連 複 ��� 44，890円 3 連 単 ��� 145，970円

票 数

単勝票数 計 283056 的中 � 43738（3番人気）
複勝票数 計 463778 的中 � 60798（4番人気）� 69147（3番人気）� 7971（12番人気）
枠連票数 計 187274 的中 （3－8） 7572（9番人気）
馬連票数 計 634774 的中 �� 25603（8番人気）
馬単票数 計 306289 的中 �� 7125（12番人気）
ワイド票数 計 446044 的中 �� 16972（7番人気）�� 2083（46番人気）�� 1662（53番人気）
3連複票数 計 896788 的中 ��� 1498（115番人気）
3連単票数 計1085217 的中 ��� 539（402番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―12．2―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．8―46．0―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワシントンレガシー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2016．8．21 札幌7着

2014．5．20生 牝3芦 母 フロールデセレッソ 母母 フローリッドコート 4戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アクラー号



09029 4月1日 小雨 稍重 （29中山3）第3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

35 コンフィデンス 牡3栗 56 田辺 裕信近藤 英子氏 奥村 武 浦河 日の出牧場 508＋202：03．6 2．9�
817 アオイシンゴ 牡3芦 56 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 476－ 4 〃 クビ 32．4�
816 マツリダウメキチ 牡3鹿 56 戸崎 圭太髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B480－ 22：03．7� 5．6�
612 ハルカノテソーロ 牡3鹿 56 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 新ひだか 服部 健太郎 522 ―2：03．8� 72．8�
713 スカイライト 牡3鹿 56 横山 典弘下河�美智子氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 486± 02：03．9クビ 8．6�
24 オーシャンティ 牝3黒鹿54 田中 勝春島川 	哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 464－ 42：04．21� 16．8

48 ブラックギムレット 牡3黒鹿56 岩田 康誠黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 444－ 42：04．3� 15．8�
510 エレクトリイオネ 牝3黒鹿54 松岡 正海 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 4 〃 クビ 42．9
818 ベルウッドミライ 牡3黒鹿56 蛯名 正義鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 市川フアーム 466－ 22：04．4� 115．6�
23 ラディアンスウェイ 牡3鹿 56 A．シュタルケ �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 432 ―2：04．61	 7．9�

（独）

715 ヴィクトリアレーヴ 牝3黒鹿54 丸山 元気大塚 亮一氏 上原 博之 浦河 有限会社
吉田ファーム 418± 02：04．7� 122．2�

12 ロイヤルシーロード 牝3栗 54 吉田 豊吉田 晴哉氏 尾形 和幸 安平 追分ファーム 486 ―2：04．8� 57．3�
36 エスティーム 牡3黒鹿56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 岡本 昌市 B518＋ 82：04．9クビ 5．2�
47 ミサトウオッカ 牝3栗 54 勝浦 正樹戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 454＋ 22：05．53� 116．7�
714
 マイネルパロサント 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 愛 Lynch
Bages Ltd 472－10 〃 ハナ 37．5�

611 イノセンシア 牡3鹿 56 武士沢友治中村 広樹氏 堀井 雅広 日高 スマイルファーム B442＋ 82：05．7� 77．5�
59 シルクドレス 牝3栗 54 津村 明秀 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 502－ 42：06．65 42．3�
11 ユメノカヨヒヂ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 新冠 パカパカ

ファーム 458－ 8 〃 クビ 316．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 36，058，700円 複勝： 57，027，900円 枠連： 26，178，600円
馬連： 70，989，100円 馬単： 32，955，300円 ワイド： 51，641，800円
3連複： 99，679，400円 3連単： 114，666，500円 計： 489，197，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 670円 � 200円 枠 連（3－8） 410円

馬 連 �� 3，950円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 410円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 6，450円 3 連 単 ��� 33，000円

票 数

単勝票数 計 360587 的中 � 98447（1番人気）
複勝票数 計 570279 的中 � 115093（1番人気）� 15995（9番人気）� 79816（3番人気）
枠連票数 計 261786 的中 （3－8） 48755（1番人気）
馬連票数 計 709891 的中 �� 13902（16番人気）
馬単票数 計 329553 的中 �� 5009（17番人気）
ワイド票数 計 516418 的中 �� 6527（22番人気）�� 35472（1番人気）�� 7321（19番人気）
3連複票数 計 996794 的中 ��� 11589（18番人気）
3連単票数 計1146665 的中 ��� 2519（81番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．8―12．4―12．7―12．1―12．3―12．3―12．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―37．1―49．5―1：02．2―1：14．3―1：26．6―1：38．9―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コンフィデンス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Machiavellian デビュー 2016．11．19 東京2着

2014．3．9生 牡3栗 母 コンフィデント 母母 Sweet Willa 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 イノセンシア号の騎手武士沢友治は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※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 ペイバック号
※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。

09030 4月1日 曇 不良 （29中山3）第3日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時00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

815� リードザフィールド 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 米 Brereton C. Jones
& B. Ned Jones 458－ 41：54．9 15．7�

59 リョウランヒーロー 牡3黒鹿 56
54 △木幡 巧也佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 468＋ 41：55．11� 5．8�

11 ショウナンハドル 牡3黒鹿56 内田 博幸国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 松本牧場 466－ 41：55．52	 4．7�
714� オルファリオン 牡3青鹿56 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 米 AR Enter-
prises, Inc B534＋201：55．81
 22．3�

611 フォーティプリンス 牡3栗 56
53 ▲野中悠太郎ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 474－ 41：55．9クビ 21．3�

48 シンボリスーマラン 牡3鹿 56 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 478± 0 〃 クビ 50．2	
713 マッジョネラ �3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 日高 北田 剛 482－ 21：56．21	 11．7

36 ハ レ カ イ 牡3栗 56 津村 明秀�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 2 〃 ハナ 5．4�
47 レイズアチアー 牡3栗 56 黛 弘人岡田 壮史氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 498－ 61：56．94 145．7�
816� サトノグリーン 牡3鹿 56 横山 典弘里見 治氏 鹿戸 雄一 米 Chiyoda

Farm 468± 0 〃 クビ 5．7
24 � ケイパーストーリー 牡3鹿 56 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 藤沢 和雄 英 Darley B544－ 41：57．0クビ 7．6�
12 メ グ ミ 牝3黒鹿54 江田 照男鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 前田ファーム B468－ 21：57．95 118．5�
23 コスモフリオーソ 牡3鹿 56

54 △木幡 初也 �ビッグレッドファーム 松永 康利 日高 藤本ファーム 468 ―1：58．21	 89．1�
35 ジャイアンヴォーグ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 514－141：58．3
 21．7�
612 ハヤットアージ 牡3鹿 56 吉田 隼人吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 522 ― 〃 アタマ 27．9�
510 シ バ ク サ 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也泉 一郎氏 土田 稔 新ひだか 前田牧場 472－ 82：01．4大差 104．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，281，600円 複勝： 44，990，500円 枠連： 22，547，300円
馬連： 74，336，400円 馬単： 31，088，200円 ワイド： 48，035，800円
3連複： 98，956，500円 3連単： 111，543，800円 計： 460，780，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 380円 � 200円 � 180円 枠 連（5－8） 940円

馬 連 �� 5，450円 馬 単 �� 13，040円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 1，500円 �� 740円

3 連 複 ��� 9，250円 3 連 単 ��� 76，720円

票 数

単勝票数 計 292816 的中 � 14831（7番人気）
複勝票数 計 449905 的中 � 25062（7番人気）� 61659（3番人気）� 73505（1番人気）
枠連票数 計 225473 的中 （5－8） 18551（2番人気）
馬連票数 計 743364 的中 �� 10569（21番人気）
馬単票数 計 310882 的中 �� 1788（52番人気）
ワイド票数 計 480358 的中 �� 7512（19番人気）�� 8117（18番人気）�� 17349（7番人気）
3連複票数 計 989565 的中 ��� 8017（28番人気）
3連単票数 計1115438 的中 ��� 1054（255番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．2―38．2―51．4―1：04．1―1：16．3―1：28．8―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�リードザフィールド �
�
父 Haynesfield �

�
母父 River Special デビュー 2017．1．5 中山2着

2014．3．5生 牡3栗 母 Da River Hoss 母母 Jolly Saint 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走状況〕 ジャイアンヴォーグ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シバクサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月1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） 1頭 ヒラボクメジャー号
（非抽選馬） 1頭 シャインアップ号



09031 4月1日 曇 不良 （29中山3）第3日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時30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 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

713 トロピカルスパート 牝3栗 54 石橋 脩日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 474－ 21：11．2 31．7�
612 スビールアスール 牝3黒鹿 54

51 ▲武藤 雅�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 470－ 2 〃 ハナ 12．2�
816 ノーフィアー 牡3栗 56 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 468－141：11．3� 6．6�
59 ミ ス パ イ ロ 牝3黒鹿54 柴山 雄一村田 哲朗氏 浅野洋一郎 日高 戸川牧場 466＋ 41：11．4� 4．8�
714 ヴ ォ ー ガ 牡3栗 56

54 △井上 敏樹一村 哲也氏 高木 登 新ひだか グランド牧場 464＋16 〃 ハナ 38．5�
510	 ヒップホップスワン 牝3栗 54 戸崎 圭太吉田 和子氏 石坂 正 米 Dr. H. Steve

Conboy 476－ 8 〃 アタマ 4．0	
36 	 グリターテソーロ 牡3鹿 56 吉田 隼人了德寺健二氏 武井 亮 米 Steve Hol-

liday 482－ 41：11．5� 7．9

611 アポロミッション 牡3鹿 56 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 456－ 81：11．71� 64．8�
11 アイアムキャツアイ 牝3黒鹿54 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 448－ 41：11．91
 21．4�
23 	 メダーリアフレイム 牡3鹿 56 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 米 Gallagher’s

Stud B466± 0 〃 アタマ 96．1
815 サノノショウグン 牡3栗 56

54 △木幡 初也佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 446－ 41：12．0クビ 31．7�
35 	 アースミステリー 牡3栗 56 丸山 元気 �グリーンファーム和田 正道 米 Best A Luck

Farm LLC B464－141：12．1� 55．0�
24 � ビービーアルボーレ 牡3青鹿56 松岡 正海�坂東牧場 中舘 英二 平取 坂東牧場 484－ 6 〃 クビ 14．6�
48 エ ン パ シ ー 牡3青鹿56 石川裕紀人岡 浩二氏 中川 公成 新ひだか カタオカフアーム 480＋ 41：12．2クビ 9．6�
12 マツリダダイキチ 牡3鹿 56 北村 宏司髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 516＋121：12．41
 19．3�
47 シャムロック 牡3栗 56 大野 拓弥諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 504－121：12．61 32．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，061，200円 複勝： 69，846，300円 枠連： 28，602，000円
馬連： 95，295，800円 馬単： 40，906，100円 ワイド： 61，661，300円
3連複： 130，898，800円 3連単： 142，102，800円 計： 610，374，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，170円 複 勝 � 640円 � 340円 � 260円 枠 連（6－7） 6，620円

馬 連 �� 14，000円 馬 単 �� 24，310円

ワ イ ド �� 3，030円 �� 2，300円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 23，850円 3 連 単 ��� 187，650円

票 数

単勝票数 計 410612 的中 � 10347（10番人気）
複勝票数 計 698463 的中 � 25596（10番人気）� 53641（6番人気）� 76699（4番人気）
枠連票数 計 286020 的中 （6－7） 3345（25番人気）
馬連票数 計 952958 的中 �� 5274（50番人気）
馬単票数 計 409061 的中 �� 1262（89番人気）
ワイド票数 計 616613 的中 �� 5181（41番人気）�� 6871（27番人気）�� 11266（13番人気）
3連複票数 計1308988 的中 ��� 4115（88番人気）
3連単票数 計1421028 的中 ��� 549（661番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．3―12．1―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．6―45．7―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トロピカルスパート �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．6．12 東京10着

2014．4．17生 牝3栗 母 タヒチアンメモリ 母母 タヒチアンブリーズ 8戦2勝 賞金 14，920，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アシャカダイキ号・アスターメープル号・アメイズミー号・アースヴィグラス号・サルタート号・プリティマックス号

09032 4月1日 曇 不良 （29中山3）第3日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走14時00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

814 トゥルーウインド 牡5栗 57 田中 勝春 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 454－ 21：52．8 3．1�
711 イントゥザターフ 牡4鹿 57 横山 典弘平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 474－ 41：53．75 4．1�
813 カ ム イ 牡4鹿 57

55 △井上 敏樹川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 474＋ 41：54．23 46．6�
58 ポ ン ト ス 牡5鹿 57 柴山 雄一�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B478＋ 41：54．41� 22．8�
45 	 アポロリベリオン 牡4鹿 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 米 Rabbah Blood-

stock LLC 496－ 4 〃 アタマ 28．3�
46 ディリゲント 牡4黒鹿57 江田 照男ディアレストクラブ	 小笠 倫弘 新ひだか 静内フアーム 516± 0 〃 ハナ 16．6

11 スリーミュージアム 牡4鹿 57

54 ▲菊沢 一樹永井商事	 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 428－ 21：54．61 86．1�
57 ファンドレイザー 
4鹿 57 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋141：54．92 5．3�
69 ブラスロック 牡4鹿 57 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス	 萩原 清 日高 日高大洋牧場 486－ 21：55．11 14．6
610 タイセイブラスト 牡4鹿 57 戸崎 圭太田中 成奉氏 菊川 正達 日高 日西牧場 514＋ 61：55．2� 8．6�
22 ツクバイーメーカー 牡5鹿 57

54 ▲野中悠太郎荻原 昭二氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム 528＋ 41：55．3� 13．3�
712 レオイノセント 牡4芦 57

55 △木幡 巧也	レオ 牧 光二 新冠 飛渡牧場 498＋ 81：55．4クビ 17．7�
34 アライドメジャーズ 
5栗 57 A．シュタルケ 木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 450＋ 21：55．93 55．5�

（独）

33 ゴールデンレッグ 牝4鹿 55 杉原 誠人野口 弘司氏 小西 一男 新ひだか 出羽牧場 460＋ 61：56．96 237．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，832，400円 複勝： 44，052，900円 枠連： 21，101，900円
馬連： 79，897，900円 馬単： 35，805，500円 ワイド： 45，017，300円
3連複： 101，326，700円 3連単： 134，964，900円 計： 489，999，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 170円 � 660円 枠 連（7－8） 480円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 320円 �� 2，120円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 9，070円 3 連 単 ��� 36，130円

票 数

単勝票数 計 278324 的中 � 70003（1番人気）
複勝票数 計 440529 的中 � 94429（1番人気）� 70991（2番人気）� 12089（11番人気）
枠連票数 計 211019 的中 （7－8） 34061（1番人気）
馬連票数 計 798979 的中 �� 92928（1番人気）
馬単票数 計 358055 的中 �� 22008（1番人気）
ワイド票数 計 450173 的中 �� 41692（1番人気）�� 5035（28番人気）�� 4770（29番人気）
3連複票数 計1013267 的中 ��� 8370（26番人気）
3連単票数 計1349649 的中 ��� 2708（101番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．9―49．6―1：01．8―1：14．4―1：27．0―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．4
1
3
14，10，1，2（4，12，11）（3，13）7（5，8，9）－6
14，10（1，11，13）（2，9）（4，12）（7，6）（5，3，8）

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

勝馬の
紹 介

トゥルーウインド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2015．1．4 中山4着

2012．1．25生 牡5栗 母 レールマラン 母母 Lite Light 13戦2勝 賞金 19，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔その他〕 イントゥザターフ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 イントゥザターフ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年5月1日まで出走できない。
※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。



09033 4月1日 曇 稍重 （29中山3）第3日 第9競走 ��
��2，200�

や ま ぶ き

山 吹 賞
発走14時35分 （芝・右・外）
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
2：10．1
2：09．9

良
良

68 チャロネグロ 牡3黒鹿56 田辺 裕信金子真人ホール
ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－122：15．6 5．5�
45 マイブルーヘブン 牡3鹿 56 津村 明秀三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 454－ 6 〃 アタマ 37．1�
11 アサギリジョー 牡3鹿 56 A．シュタルケ 河内 孝夫氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 484－ 22：15．7� 11．8�

（独）

44 グローブシアター 牡3黒鹿56 内田 博幸 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 426－ 2 〃 ハナ 3．2�
69 サーレンブラント 牡3鹿 56 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 448－ 62：16．01� 18．6	
812 ウインイクシード 牡3黒鹿56 松岡 正海�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 480± 02：16．21 3．6

711 ローリングタワー 牡3黒鹿56 柴田 善臣本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 438± 02：16．41	 34．2�
56 ニシノオラクル 牡3栗 56 菊沢 一樹西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー

クスタツド 444－ 22：17．25 87．5�
57 ビートマッチ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 546＋10 〃 アタマ 8．6
33 アダマンティン 牡3鹿 56 北村 宏司�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 534－ 22：17．41� 6．8�
22 フラワープレミア 牡3鹿 56 大野 拓弥花村 誠氏 池上 昌弘 平取 船越 伸也 468＋ 42：18．67 100．1�
813 ラブパッション 牝3鹿 54 藤田菜七子田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 原田 久司 364＋ 62：19．02� 265．5�
710 ミヤビベスト 牡3鹿 56 池添 謙一村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 492± 02：20．17 116．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 51，778，500円 複勝： 71，207，900円 枠連： 22，255，000円
馬連： 121，567，700円 馬単： 54，683，100円 ワイド： 61，718，700円
3連複： 153，367，900円 3連単： 228，572，500円 計： 765，151，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 650円 � 280円 枠 連（4－6） 750円

馬 連 �� 9，360円 馬 単 �� 12，320円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 970円 �� 2，700円

3 連 複 ��� 21，590円 3 連 単 ��� 123，020円

票 数

単勝票数 計 517785 的中 � 74874（3番人気）
複勝票数 計 712079 的中 � 99818（4番人気）� 23913（9番人気）� 68958（5番人気）
枠連票数 計 222550 的中 （4－6） 22776（2番人気）
馬連票数 計1215677 的中 �� 10061（26番人気）
馬単票数 計 546831 的中 �� 3327（40番人気）
ワイド票数 計 617187 的中 �� 7188（25番人気）�� 16837（13番人気）�� 5782（31番人気）
3連複票数 計1533679 的中 ��� 5326（65番人気）
3連単票数 計2285725 的中 ��� 1347（342番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．6―12．5―12．7―13．0―12．3―11．9―11．8―12．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．4―37．0―49．5―1：02．2―1：15．2―1：27．5―1：39．4―1：51．2―2：03．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

チャロネグロ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2016．12．17 中山9着

2014．2．9生 牡3黒鹿 母 ル ミ ネ ン ス 母母 チ ャ ン ジ イ 4戦2勝 賞金 15，301，000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。

09034 4月1日 曇 稍重 （29中山3）第3日 第10競走 ��
��1，200�千 葉 日 報 杯

発走15時10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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

611 アドマイヤナイト 牝5栗 55 戸崎 圭太近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 424－ 61：09．2 1．8�
34 � パラダイスガーデン 牝5栗 55 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 米 Crossroads

Farm, LLC 482－ 61：09．41	 128．3�
22 ダイトウキョウ 牡5鹿 57 A．シュタルケ 市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 464± 0 〃 クビ 9．8�

（独）

47 カトルラポール 牝4鹿 55 北村 宏司石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 474－ 21：09．5クビ 15．0�
58 ショウナンワダチ 牡6芦 57 蛯名 正義国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 492＋ 21：09．6
 39．5�
59 ワンダフルラッシュ 牝4黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 448＋10 〃 アタマ 21．7	
712 カ ネ ノ イ ロ 牡4鹿 57 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 478＋ 2 〃 クビ 25．6

713 イ キ オ イ 牡5鹿 57 松岡 正海西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 458＋ 41：09．7クビ 50．2�
814 ピュアノアール 牝5鹿 55 武藤 雅髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 466＋ 21：09．8
 28．2�
11 ラインロバート 牡8青鹿57 嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：10．01
 186．4
610 コンテッサトゥーレ 牝5鹿 55 岩田 康誠 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B454－10 〃 クビ 6．1�
35 ダ ウ ト レ ス �6鹿 57 柴山 雄一�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518＋ 41：10．1クビ 26．0�
46 クイーンズターフ 牝5青鹿55 横山 典弘合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 安平 ノーザンファーム 482－ 4 〃 クビ 12．9�
815 エクストラペトル 牝5黒鹿55 吉田 隼人 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 31：10．31	 58．8�
23 マイネルパッセ 牡4栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 472＋101：10．51
 18．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 43，583，800円 複勝： 56，676，700円 枠連： 41，475，200円
馬連： 131，925，800円 馬単： 65，838，000円 ワイド： 67，116，200円
3連複： 182，477，100円 3連単： 267，482，600円 計： 856，575，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 1，830円 � 250円 枠 連（3－6） 1，830円

馬 連 �� 13，530円 馬 単 �� 17，120円

ワ イ ド �� 4，330円 �� 510円 �� 13，270円

3 連 複 ��� 35，090円 3 連 単 ��� 155，510円

票 数

単勝票数 計 435838 的中 � 192560（1番人気）
複勝票数 計 566767 的中 � 178926（1番人気）� 5043（14番人気）� 51023（3番人気）
枠連票数 計 414752 的中 （3－6） 17555（8番人気）
馬連票数 計1319258 的中 �� 7553（33番人気）
馬単票数 計 658380 的中 �� 2883（44番人気）
ワイド票数 計 671162 的中 �� 3821（47番人気）�� 37112（3番人気）�� 1231（81番人気）
3連複票数 計1824771 的中 ��� 3900（95番人気）
3連単票数 計2674826 的中 ��� 1247（404番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．1―11．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―33．9―45．4―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤナイト �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．2．22 小倉4着

2012．1．21生 牝5栗 母 アドマイヤカグラ 母母 シーズライクリオ 15戦4勝 賞金 72，267，000円
〔その他〕 マイネルパッセ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 マイネルパッセ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年5月1日まで出走できない。
※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。



09035 4月1日 曇 稍重 （29中山3）第3日 第11競走 ��
��1，600�第49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，28．4．2以降29．3．26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 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

23 ロジチャリス 牡5栗 56 内田 博幸久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 560＋ 21：34．7 11．1�
35 � キャンベルジュニア 牡5鹿 55 A．シュタルケ 吉田 和美氏 堀 宣行 豪

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

536± 01：34．8� 3．4�
（独）

48 グランシルク 牡5鹿 55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 506－ 2 〃 ハナ 3．6�
611 マイネルアウラート 牡6黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 2 〃 ハナ 5．6�
510 ダイワリベラル 牡6黒鹿56 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B530－ 41：34．9� 24．2	
815 ダンツプリウス 牡4鹿 56 丸山 元気山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 502－ 21：35．11� 15．2

59 	 シベリアンスパーブ 牡8鹿 54 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 512＋ 21：35．31 78．8�
612 ロイカバード 牡4黒鹿55 横山 典弘寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 462＋ 6 〃 ハナ 9．2�
47 ガリバルディ 牡6鹿 57 池添 謙一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 504－ 8 〃 クビ 11．1
816 ク ラ レ ン ト 牡8栗 57．5 岩田 康誠前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 ノースヒルズマネジメント 496－ 61：35．4
 52．1�
12 クラリティシチー 牡6鹿 55 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 502＋ 6 〃 ハナ 101．9�
713	 ショウナンバッハ 牡6鹿 54 柴山 雄一国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 B452－ 21：35．5� 137．6�
714 サンライズメジャー 牡8栗 56．5 柴田 善臣松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 490＋ 4 〃 ハナ 52．9�
36 コスモソーンパーク 牡9青鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム B488－ 21：35．6� 83．1�
11 シ ェ ル ビ ー 牡8栗 54 田辺 裕信杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 522－161：35．7アタマ 99．6�
24 ショウナンアデラ 牝5鹿 53 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 502＋101：35．8
 39．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 129，616，400円 複勝： 198，206，700円 枠連： 90，199，000円
馬連： 512，077，900円 馬単： 189，809，100円 ワイド： 250，239，200円
3連複： 824，609，200円 3連単： 1，139，865，200円 計： 3，334，622，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 240円 � 150円 � 130円 枠 連（2－3） 1，770円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 750円 �� 630円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 15，660円

票 数

単勝票数 計1296164 的中 � 92956（5番人気）
複勝票数 計1982067 的中 � 162993（4番人気）� 351819（2番人気）� 465733（1番人気）
枠連票数 計 901990 的中 （2－3） 39422（7番人気）
馬連票数 計5120779 的中 �� 191410（7番人気）
馬単票数 計1898091 的中 �� 29495（18番人気）
ワイド票数 計2502392 的中 �� 80215（7番人気）�� 96645（4番人気）�� 224554（1番人気）
3連複票数 計8246092 的中 ��� 294134（2番人気）
3連単票数 計11398652 的中 ��� 52751（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．2―48．2―1：00．0―1：11．5―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロジチャリス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2014．6．15 東京2着

2012．2．11生 牡5栗 母 プラチナチャリス 母母 Silver Chalice 16戦6勝 賞金 145，272，000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。

09036 4月1日 曇 不良 （29中山3）第3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）

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

48 ハヤブサレディゴー 牝4栗 55 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 490＋ 21：11．1 2．7�
510 ノボホウセイ 牝4栗 55 石川裕紀人�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 498－ 41：11．2� 10．0�
612� ウエスタンレオーネ 牡5青鹿 57

54 ▲菊沢 一樹西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 492± 0 〃 クビ 36．0�
12 レ レ マ ー マ 牡5栗 57 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 542－ 61：11．41 3．6�
816 サウスリュウセイ 牡5鹿 57 西田雄一郎南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 472－ 61：11．5クビ 28．8�
713 シャンパンサーベル 牝5黒鹿55 江田 照男田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 484＋ 4 〃 ハナ 13．1	
815 パミーナコラッジョ 牝4鹿 55

52 ▲武藤 雅桜井 忠隆氏 水野 貴広 新冠 須崎牧場 486＋ 41：11．6� 32．5

24 グランアラミス �5栗 57

55 △井上 敏樹岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 池田牧場 B500－ 4 〃 クビ 22．7�
36 アルマクレヨン �5栗 57

55 △木幡 初也コウトミックレーシング 高橋 文雅 新ひだか 静内酒井牧場 502＋ 21：11．91	 14．9�
23 マ ー ヤ 牝4鹿 55

52 ▲横山 武史中田 和宏氏 小笠 倫弘 平取 船越 伸也 B458＋101：12．11� 67．9
59 ギンガメテオール �5芦 57

55 △伴 啓太森山 進氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 484－ 81：12．2� 172．6�
714 フォーワンタイキ 牡5栗 57 丸田 恭介川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 猪野毛牧場 454－ 21：12．3� 116．6�
47 � アロースコルトン 牡4鹿 57 嘉藤 貴行吉田 好雄氏 蛯名 利弘 新冠 山岡牧場 B476＋ 41：12．4クビ 204．0�
611 ラスカルグレイ �4芦 57 柴田 大知岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 486－ 41：12．82� 8．6�
11 シグナリング 牝4鹿 55

52 ▲野中悠太郎�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 462－ 61：12．9	 15．7�
35 � ゴセイバイシキモク 牡4芦 57

54 ▲藤田菜七子内田 玄祥氏 根本 康広 新ひだか 田中 裕之 482－ 41：13．0� 116．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 69，899，100円 複勝： 92，201，300円 枠連： 44，089，200円
馬連： 199，558，000円 馬単： 85，476，200円 ワイド： 112，880，800円
3連複： 283，834，000円 3連単： 401，197，700円 計： 1，289，136，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 230円 � 650円 枠 連（4－5） 1，210円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，080円 �� 6，050円

3 連 複 ��� 20，820円 3 連 単 ��� 77，090円

票 数

単勝票数 計 698991 的中 � 206748（1番人気）
複勝票数 計 922013 的中 � 231256（1番人気）� 95796（3番人気）� 26229（11番人気）
枠連票数 計 440892 的中 （4－5） 28080（3番人気）
馬連票数 計1995580 的中 �� 128718（3番人気）
馬単票数 計 854762 的中 �� 35426（4番人気）
ワイド票数 計1128808 的中 �� 75451（2番人気）�� 13322（25番人気）�� 4473（53番人気）
3連複票数 計2838340 的中 ��� 10222（67番人気）
3連単票数 計4011977 的中 ��� 3773（245番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―12．0―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―46．0―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハヤブサレディゴー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2016．1．24 中山4着

2013．4．10生 牝4栗 母 ダッシングハニー 母母 ラストヒット 13戦2勝 賞金 29，450，000円



（29中山3）第3日 4月1日（土曜日） 小雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 187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

221，720，000円
14，520，000円
1，720，000円
26，360，000円
74，794，000円
5，134，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
535，049，300円
830，893，000円
371，562，600円
1，523，749，400円
664，689，100円
864，942，200円
2，220，658，500円
2，991，577，100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
計 10，003，121，200円

総入場人員 15，974名 （有料入場人員 14，526名）
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