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09061 4月9日 雨 不良 （29中山3）第6日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9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
1：08．7
1：08．7

重
重

11 ヒラボクメジャー 牡3栗 56 柴山 雄一�平田牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 486－ 21：12．1 8．6�
36 シャインヴィットゥ 牡3芦 56 村田 一誠皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 466－ 4 〃 クビ 1．4�
35 オシノイッテ 牡3栗 56 石川裕紀人西村新一郎氏 天間 昭一 青森 久保フアーム 440＋ 41：12．31 56．5�
23 レアリティバイオ 牡3鹿 56 大野 拓弥バイオ� 松山 将樹 日高 中館牧場 514－ 61：12．4� 33．4�
714 ニシノマッハ 牡3鹿 56 戸崎 圭太西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 462＋ 21：12．71� 7．7�
12 ディアシトリン 牝3栗 54 内田 博幸ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 新ひだか 荒木 貴宏 428－ 2 〃 クビ 43．9	
510 アスヘノキボウ 牝3鹿 54 �島 良太
ミルファーム 谷原 義明 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 434＋ 61：12．8クビ 149．9�
48 ジャンティーユ 牝3栗 54 柴田 大知伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 B446＋ 21：13．11� 18．2�
24 クリノナポレオン 牡3栗 56 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 青森 町屋 勝幸 434＋ 41：13．2クビ 217．7
47 キモンズラブ 牝3芦 54 江田 照男小林 祥晃氏 武藤 善則 新ひだか 伊藤 敏明 B448± 0 〃 アタマ 155．9�
816 サンキューゴッド �3鹿 56

53 ▲横山 武史星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 496－ 41：13．73 32．0�
59 カシノレビン 牡3黒鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 日西牧場 424＋ 41：14．55 57．9�
815 スティールランス 牡3栗 56 武士沢友治平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 480－181：14．81� 173．2�
612 ラファーガラーゼン 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎ホースアディクト杉浦 宏昭 新ひだか 見上牧場 422＋ 11：15．12 297．5�
713 フィッシャーキング 牡3鹿 56 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 浦河 有限会社

松田牧場 460－121：35．3大差 303．3�
611 トランプカード 牡3栗 56 吉田 豊平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 452－ 4 （競走中止） 8．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，430，800円 複勝： 65，910，400円 枠連： 12，802，600円
馬連： 46，445，300円 馬単： 28，770，400円 ワイド： 24，898，400円
3連複： 68，114，800円 3連単： 105，530，800円 計： 375，903，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 210円 � 110円 � 930円 枠 連（1－3） 530円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 320円 �� 4，590円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 8，150円 3 連 単 ��� 48，240円

票 数

単勝票数 計 234308 的中 � 21784（4番人気）
複勝票数 計 659104 的中 � 26900（4番人気）� 491559（1番人気）� 4244（10番人気）
枠連票数 計 128026 的中 （1－3） 18696（3番人気）
馬連票数 計 464453 的中 �� 56447（3番人気）
馬単票数 計 287704 的中 �� 10199（8番人気）
ワイド票数 計 248984 的中 �� 22718（3番人気）�� 1261（36番人気）�� 4619（12番人気）
3連複票数 計 681148 的中 ��� 6268（24番人気）
3連単票数 計1055308 的中 ��� 1586（127番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．5―12．1―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．7―46．8―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．2．12 東京11着

2014．5．15生 牡3栗 母 フ ィ リ ス 母母 フィラストリート 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 フィッシャーキング号・スティールランス号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 トランプカード号は，競走中に疾病〔寛骨複骨折〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ディアシトリン号の騎手内田博幸は，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。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 フィッシャーキング号は，平成29年4月10日から平成29年4月30日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フィッシャーキング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月9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 アクラー号

09062 4月9日 雨 不良 （29中山3）第6日 第2競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

611 トワードポラリス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 456± 01：53．6 1．8�
46 ハイアーグラウンド 牡3鹿 56 北村 宏司小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 492－ 2 〃 アタマ 3．8�
713 ワイルドソング 牡3鹿 56 柴田 善臣西村 專次氏 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 538－ 21：54．77 6．7�
35 ザ イ マ カ 牡3栗 56 内田 博幸山住 勲氏 伊藤 大士 伊達 高橋農場 478± 01：55．76 32．8�
610 ビービーパドル 牡3鹿 56 柴山 雄一坂東 勝彦氏 中舘 英二 新ひだか 中橋 清 456－ 21：56．02 160．0�
815 マイネルエフォート 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 466± 01：56．21� 16．6	
22 シャインアップ 牡3鹿 56 松岡 正海 �グランデオーナーズ 松永 康利 浦河 グランデファーム 448± 01：56．3� 346．6

47 サンカーメル 牝3鹿 54 二本柳 壮 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 436＋ 81：56．72� 357．9�
814 マリノアマゾネス 牝3青鹿54 石橋 脩矢野まり子氏 梅田 智之 新冠 カミイスタット 484－ 81：57．23 13．1�
34 ヌンフェスタ 牡3栗 56 石川裕紀人ヌンクラブ� 小西 一男 新冠 石田牧場 486± 01：57．41� 143．9
59 シンコーマーチャン 牡3鹿 56 吉田 豊豊原 正嗣氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 B480－ 6 〃 ハナ 9．2�
712 メイショウセトギリ 牝3黒鹿54 �島 良太松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 474－ 41：57．93 230．4�
58 ホーガンブリッジ 牡3鹿 56 江田 照男塩田 清氏 堀井 雅広 青森 一山育成牧場 490－ 21：58．0� 350．9�
23 サクラトップキング 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎�トップフェロウ宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 B518± 01：58．1クビ 191．9�
11 ラインターゲット 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 村上 欽哉 456－121：59．710 233．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，830，000円 複勝： 34，092，400円 枠連： 15，160，000円
馬連： 53，120，800円 馬単： 32，135，600円 ワイド： 28，744，900円
3連複： 65，979，400円 3連単： 109，050，900円 計： 363，114，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（4－6） 290円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 170円 �� 200円 �� 320円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 1，590円

票 数

単勝票数 計 248300 的中 � 105216（1番人気）
複勝票数 計 340924 的中 � 136490（1番人気）� 61976（2番人気）� 47042（3番人気）
枠連票数 計 151600 的中 （4－6） 39469（1番人気）
馬連票数 計 531208 的中 �� 128070（1番人気）
馬単票数 計 321356 的中 �� 46154（1番人気）
ワイド票数 計 287449 的中 �� 49689（1番人気）�� 37825（2番人気）�� 19131（4番人気）
3連複票数 計 659794 的中 ��� 104243（1番人気）
3連単票数 計1090509 的中 ��� 49678（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．2―13．2―12．5―12．3―12．3―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．9―51．1―1：03．6―1：15．9―1：28．2―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トワードポラリス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Hawk Wing デビュー 2016．6．25 東京9着

2014．2．12生 牡3黒鹿 母 ノヴァホーク 母母 Reveuse de Jour 7戦1勝 賞金 9，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラインターゲット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月9日まで平地競

走に出走できない。
※ホーガンブリッジ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第３回 中山競馬 第６日



09063 4月9日 雨 不良 （29中山3）第6日 第3競走 ��
��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

816� セイウンチャーム 牝3鹿 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 手塚 貴久 米 H. Allen
Poindexter B470－ 21：10．9 1．7�

36 サウスギガパワー 牡3鹿 56 北村 宏司南波 壽氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B460＋ 21：11．0� 37．2�
23 ユキノドリーム 牡3鹿 56 大野 拓弥井上 基之氏 新開 幸一 新冠 対馬 正 470－ 41：11．74 3．9�
12 アントレーン 牝3栗 54 柴山 雄一鹽田 久義氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 426－ 21：11．91� 11．4�
510 キンシノスパーク 牡3栗 56 内田 博幸若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 468－ 21：12．11� 11．3�
815 ロードコメット 	3栗 56 柴田 大知 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 伊藤 敏明 488－ 81：12．31
 24．0	
35 グローリアスイリス 牝3黒鹿54 石橋 脩日下部勝德氏 牧 光二 新冠 スカイビーチステーブル 490＋ 21：12．61� 125．9

11 ビップディオス 牡3栗 56 A．シュタルケ 鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか タイヘイ牧場 500± 01：12．81
 12．2�

（独）

611 サ ン コ ロ ナ 牝3栗 54 蛯名 正義 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社
ケイズ 402－ 4 〃 ハナ 23．7�

714 サンオースティン 牝3黒鹿54 松岡 正海 �加藤ステーブル 杉浦 宏昭 日高 碧雲牧場 410＋ 21：13．12 139．5
47 アルバニアカフェ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史西川 光一氏 小島 太 様似 猿倉牧場 556－ 81：13．2� 76．5�
24 ココホレワンワン 牡3黒鹿56 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 原 フアーム 474＋ 61：13．3� 247．6�
59 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 424－ 61：13．4� 314．9�
713 テーオーグラジア 牝3鹿 54 村田 一誠小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 460－ 41：13．61
 149．5�
48 フレンドリーナイト 牡3栗 56 江田 照男増山 武志氏 松山 将樹 浦河 大道牧場 468＋ 81：13．91� 307．4�
612 ハクサンスマイル 牡3黒鹿56 田中 勝春河﨑 五市氏 伊藤 大士 新ひだか 田湯牧場 448－ 61：15．6大差 153．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，054，200円 複勝： 51，110，800円 枠連： 17，624，300円
馬連： 56，667，500円 馬単： 35，218，500円 ワイド： 35，788，100円
3連複： 80，196，400円 3連単： 123，173，800円 計： 423，833，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 420円 � 130円 枠 連（3－8） 1，960円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 830円 �� 190円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 14，430円

票 数

単勝票数 計 240542 的中 � 111338（1番人気）
複勝票数 計 511108 的中 � 286868（1番人気）� 11227（8番人気）� 69262（2番人気）
枠連票数 計 176243 的中 （3－8） 6956（7番人気）
馬連票数 計 566675 的中 �� 16049（8番人気）
馬単票数 計 352185 的中 �� 7278（11番人気）
ワイド票数 計 357881 的中 �� 9657（10番人気）�� 61573（1番人気）�� 4945（17番人気）
3連複票数 計 801964 的中 ��� 20915（9番人気）
3連単票数 計1231738 的中 ��� 6185（43番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．1―11．8―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．4―45．2―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セイウンチャーム �
�
父 Dominus �

�
母父 Sea Hero デビュー 2016．11．6 東京3着

2014．4．14生 牝3鹿 母 Sea Bloom 母母 English Charm 6戦1勝 賞金 12，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハクサンスマイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月9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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 シセイアカリ号・センターシティ号・メイショウデーゲン号
※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。

09064 4月9日 雨 重 （29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

24 エミットライト 牝3黒鹿54 石橋 脩�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 468－ 42：05．8 9．8�
611 ラグナアズーラ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 446＋ 82：06．12 2．1�
817 ラ レ ゾ ン 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 22：06．63 8．1�
815 ネオヴィットーリア 牝3黒鹿54 吉田 豊小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 464± 02：06．7� 13．1�
36 ストラギスト 牝3芦 54 蛯名 正義�下河辺牧場 中川 公成 日高 下河辺牧場 440 ―2：07．23 30．1	
713 ミヤビエメライン 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 420－102：07．51� 29．5

35 ショウナンサザナミ 牝3鹿 54 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 428－ 42：07．71� 7．2�
12 プ ロ ー ン 牝3黒鹿54 杉原 誠人グリーンスウォード高市 圭二 新冠 芳住 鉄兵 402＋ 42：08．02 134．7�
612 フィーリングハート 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 6 〃 アタマ 22．9
47 ヤマニンリュネビル 牝3栗 54 柴田 善臣土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 伉助 496－ 42：08．1� 27．9�
714 カシノポルカ 牝3栗 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 菊地牧場 442± 0 〃 ハナ 393．4�
23 ミツカネマジック 牝3黒鹿54 江田 照男小山田 満氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 460± 0 〃 アタマ 121．0�
48 レッドボヌール 牝3鹿 54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 430－ 22：08．63 6．8�
510 サクラセンティーレ 牝3黒鹿54 石川裕紀人�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 470＋ 82：08．7� 43．1�
816 プロヴェルビオ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 82：08．8� 229．5�
59 サンマルスイート 牝3黒鹿54 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 452－ 22：09．54 162．3�
11 ケンブルース 牝3鹿 54 武士沢友治中西 宏彰氏 石栗 龍彦 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 428－102：09．6� 191．4�
（17頭）

売 得 金
単勝： 28，526，600円 複勝： 35，824，800円 枠連： 18，018，800円
馬連： 62，718，900円 馬単： 33，130，400円 ワイド： 39，519，300円
3連複： 79，319，500円 3連単： 104，919，600円 計： 401，977，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 290円 � 130円 � 240円 枠 連（2－6） 1，770円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 6，170円

ワ イ ド �� 850円 �� 990円 �� 480円

3 連 複 ��� 4，540円 3 連 単 ��� 38，980円

票 数

単勝票数 計 285266 的中 � 23110（5番人気）
複勝票数 計 358248 的中 � 25766（6番人気）� 92065（1番人気）� 33866（4番人気）
枠連票数 計 180188 的中 （2－6） 7860（7番人気）
馬連票数 計 627189 的中 �� 22796（5番人気）
馬単票数 計 331304 的中 �� 4023（21番人気）
ワイド票数 計 395193 的中 �� 11656（6番人気）�� 9860（11番人気）�� 22066（3番人気）
3連複票数 計 793195 的中 ��� 13093（10番人気）
3連単票数 計1049196 的中 ��� 1951（106番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―13．8―13．1―12．6―12．0―12．2―12．6―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．5―38．3―51．4―1：04．0―1：16．0―1：28．2―1：40．8―1：53．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．6
1
3
11，12（9，17）（10，16，15）（7，6）8，14（2，5）（13，4）3，1
4，11，12，17（9，10）15（16，6）（2，8）（5，14）7（3，1）13

2
4

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

勝馬の
紹 介

エミットライト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．10．10 東京7着

2014．5．3生 牝3黒鹿 母 ヴィヴィッドカラー 母母 アドマイヤライト 4戦1勝 賞金 5，000，000円
※出走取消馬 エンジェルステップ号（疾病〔右前挫跖〕のため）
※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 ブリージーメイ号
（非抽選馬） 2頭 アズレージョ号・ボヌールバトー号



09065 4月9日 雨 重 （29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

611 エメラルスター 牡3黒鹿56 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 454－ 41：39．5 5．4�
510 タックボーイ 牡3鹿 56 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 440－ 2 〃 クビ 12．4�
713 ハイヤーアプシス 牝3黒鹿54 A．シュタルケ 吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 410± 01：39．92� 4．0�

（独）

36 アシュランス 牝3栗 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 416＋ 21：40．11� 124．9�

24 サクラメジャー 牝3鹿 54 松岡 正海�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 440± 01：40．2� 16．6	
48 ロ ジ キ セ キ 牡3黒鹿56 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 8 〃 アタマ 16．7

612 デ コ ラ ス 牝3鹿 54 戸崎 圭太林 正道氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 434± 01：40．51	 2．3�
23 メモリーリング 牝3鹿 54 吉田 豊島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 476＋10 〃 アタマ 36．7
714 ハミングパッション 牝3青鹿54 柴田 善臣髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 476± 01：41．03 153．0�
35 マリノレイラ 牝3黒鹿54 石橋 脩�クラウン 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 460－ 61：41．31	 134．1�
47 ニシノスマッシュ 牡3黒鹿56 内田 博幸西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 428± 0 〃 クビ 12．2�
815 ショウナンアリオン 牡3鹿 56 蛯名 正義国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 武 牧場 474＋241：41．51� 51．6�
11 ベントデアモーレ 牝3鹿 54 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 390 ― 〃 クビ 141．2�
816
 オ ー パ ー ツ 牝3芦 54

51 ▲野中悠太郎岡田 牧雄氏 萩原 清 米 Charles
H. Deters 444 ―1：41．6� 138．8�

59 ウィンガーランド 牝3黒鹿54 田中 勝春島川 �哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 396－ 41：41．7� 59．7�
12 タケルブラック 牡3鹿 56 柴山 雄一森 保彦氏 池上 昌和 新冠 五丸農場 B474± 01：42．02 157．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，629，600円 複勝： 35，148，000円 枠連： 18，629，000円
馬連： 60，708，000円 馬単： 31，654，200円 ワイド： 34，483，700円
3連複： 79，094，900円 3連単： 111，417，600円 計： 395，765，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 220円 � 170円 枠 連（5－6） 630円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 5，620円

ワ イ ド �� 810円 �� 670円 �� 670円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ��� 25，660円

票 数

単勝票数 計 246296 的中 � 36341（3番人気）
複勝票数 計 351480 的中 � 48520（3番人気）� 38945（4番人気）� 56243（2番人気）
枠連票数 計 186290 的中 （5－6） 22866（3番人気）
馬連票数 計 607080 的中 �� 14886（9番人気）
馬単票数 計 316542 的中 �� 4220（18番人気）
ワイド票数 計 344837 的中 �� 10792（9番人気）�� 13393（5番人気）�� 13316（6番人気）
3連複票数 計 790949 的中 ��� 13767（13番人気）
3連単票数 計1114176 的中 ��� 3147（73番人気）

ハロンタイム 13．1―12．4―12．3―11．9―12．5―12．6―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―25．5―37．8―49．7―1：02．2―1：14．8―1：27．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．8―3F37．3

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

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

エメラルスター �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．2．4 東京10着

2014．4．12生 牡3黒鹿 母 セトウチソーラー 母母 サマーヴォヤージュ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 オーパーツ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔調教再審査〕 オーパーツ号は，発走調教再審査。
※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。

09066 4月9日 雨 不良 （29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 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

57 アポロユッキー 牝3鹿 54 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 渋谷 一郎 494－ 21：53．6 22．6�
45 スプリングフット 牡3鹿 56 宮崎 北斗島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 488± 01：53．81� 41．6�
712 エグジットラック 牡3栗 56 柴山 雄一戸賀 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 496± 0 〃 クビ 98．0�
610 シルヴァーメテオ 牡3芦 56 内田 博幸ライオンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 宮内牧場 472－ 41：53．9� 35．1�
22 ティーラウレア 牡3鹿 56 松岡 正海深見 富朗氏 伊藤 伸一 浦河 村下 清志 534＋ 21：54．0クビ 1．7	
813 マサキノテソーロ 牡3栗 56 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 新冠 山岡牧場 502－ 6 〃 クビ 8．4

34 サーヒューストン 牡3栗 56 戸崎 圭太窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：54．31� 13．3�
711 エーアガイツ 牡3鹿 56 柴田 善臣藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 446－ 11：54．51 124．2�
46 エドノライト 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎遠藤 喜松氏 萱野 浩二 新ひだか 沖田 忠幸 506－ 21：55．13	 113．2
33 デ ジ ャ ブ 牡3黒鹿56 吉田 豊平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 512＋ 41：55．2� 48．4�
58 プリエンプト 牝3栗 54 石橋 脩 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464－ 21：55．94 5．1�
69 マイネルツァイト 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 494－ 61：56．75 13．2�
814 マイネルレンカ 牡3黒鹿56 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 448－ 61：56．8	 31．4�

（独）

11 ゴールドスカル 牡3栗 56 石川裕紀人�KTレーシング 武井 亮 新ひだか 平野牧場 474± 01：56．9クビ 35．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，455，400円 複勝： 51，756，100円 枠連： 18，637，300円
馬連： 77，138，200円 馬単： 44，511，500円 ワイド： 45，896，600円
3連複： 105，200，800円 3連単： 155，724，600円 計： 534，320，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 670円 � 870円 � 2，610円 枠 連（4－5） 4，990円

馬 連 �� 24，300円 馬 単 �� 44，450円

ワ イ ド �� 4，170円 �� 7，950円 �� 15，710円

3 連 複 ��� 298，860円 3 連 単 ��� 1，685，070円

票 数

単勝票数 計 354554 的中 � 12538（6番人気）
複勝票数 計 517561 的中 � 21410（6番人気）� 15975（7番人気）� 4989（12番人気）
枠連票数 計 186373 的中 （4－5） 2890（14番人気）
馬連票数 計 771382 的中 �� 2460（40番人気）
馬単票数 計 445115 的中 �� 751（67番人気）
ワイド票数 計 458966 的中 �� 2863（34番人気）�� 1489（53番人気）�� 750（74番人気）
3連複票数 計1052008 的中 ��� 264（231番人気）
3連単票数 計1557246 的中 ��� 67（1264番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．3―12．5―12．2―12．7―13．0―13．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．3―48．8―1：01．0―1：13．7―1：26．7―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アポロユッキー �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 ワ レ ン ダ ー デビュー 2016．10．23 東京6着

2014．6．11生 牝3鹿 母 ワレンダークイン 母母 マルゼンソロン 7戦2勝 賞金 13，500，000円
※サーヒューストン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



09067 4月9日 雨 不良 （29中山3）第6日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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

812 リリカルホワイト 牝4芦 55 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 524－ 61：51．1 3．4�

69 サ ン ヘ レ ナ 牝4鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社
ケイズ 490－ 21：53．3大差 3．6�

57 ハッピーサークル 牝5黒鹿55 戸崎 圭太西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 476± 01：53．61� 14．3�
56 シトロプシス 牝4鹿 55 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 ハナ 20．0�
813 シ ト ロ ン 牝4鹿 55 江田 照男�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 B438± 0 〃 クビ 63．1	
68 シフォンカール 牝4芦 55 大野 拓弥 �シルクレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 452＋141：53．7クビ 16．2

22 サンウィノナ 牝5鹿 55

52 ▲野中悠太郎 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 シンボリ牧場 472± 01：53．8� 20．3�
711 エグランティエ 牝5栗 55 吉田 豊�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 444± 01：53．9� 7．1�
33 スプリングキャロル 牝4鹿 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 430＋101：54．21� 9．7
45 ア ウ ア ウ 牝4鹿 55 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 508－ 21：54．3� 5．5�
44 テ イ ア 牝5鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 428＋ 41：54．4� 215．3�
710 カゼニモマケズ 牝5栗 55 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 446＋ 21：54．5� 119．4�
11 モアニレフア 牝5青鹿55 杉原 誠人北村 栄治氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 442－ 41：54．92� 150．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，183，000円 複勝： 40，635，400円 枠連： 17，299，400円
馬連： 77，605，700円 馬単： 33，178，100円 ワイド： 40，915，000円
3連複： 92，578，500円 3連単： 118，621，400円 計： 448，016，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 150円 � 340円 枠 連（6－8） 500円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 320円 �� 850円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 9，810円

票 数

単勝票数 計 271830 的中 � 62872（1番人気）
複勝票数 計 406354 的中 � 79449（2番人気）� 83671（1番人気）� 22158（7番人気）
枠連票数 計 172994 的中 （6－8） 26631（1番人気）
馬連票数 計 776057 的中 �� 88938（1番人気）
馬単票数 計 331781 的中 �� 18570（1番人気）
ワイド票数 計 409150 的中 �� 36058（1番人気）�� 11571（12番人気）�� 13915（8番人気）
3連複票数 計 925785 的中 ��� 29940（4番人気）
3連単票数 計1186214 的中 ��� 8765（17番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．0―12．4―11．8―12．2―12．4―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．6―50．0―1：01．8―1：14．0―1：26．4―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リリカルホワイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．6．14 東京1着

2013．1．7生 牝4芦 母 リ リ ウ ム 母母 ベ ゴ ニ ア 13戦2勝 賞金 21，800，000円

09068 4月9日 雨 重 （29中山3）第6日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時45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

11 ストーミング 牡6栗 57 大野 拓弥栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 490－ 21：37．3 14．0�
22 アイリーグレイ 牝5芦 55 柴田 大知前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B474＋ 41：37．4� 5．5�
814 ヴィータファン 	4鹿 57

54 ▲野中悠太郎猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 466－ 4 〃 クビ 47．7�
34 スクエアゴールド 牝5黒鹿55 北村 宏司吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 434－ 21：37．61
 8．2�
45 サーストンアクセス 牡4黒鹿57 A．シュタルケ 齊藤 宣勝氏 戸田 博文 日高 スマイルファーム 460－ 2 〃 ハナ 19．2�

（独）

58 ロンバルディア 牡5鹿 57 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 474－ 8 〃 ハナ 4．8�
610 トーホウスペンサー 牡5黒鹿57 蛯名 正義東豊物産	 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 494＋ 21：37．7クビ 2．9

69 ムーンマジェスティ 牡5栗 57 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 434＋ 21：38．33� 34．9�
46 ブ ル ロ ー ネ 牝5黒鹿55 石橋 脩山口 敦広氏 和田正一郎 新ひだか 小河 豊水 488± 01：38．4クビ 46．5�
33 イマジンザット 牡4鹿 57 戸崎 圭太林 正道氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 438± 01：38．61
 16．8
711� マイウェイレコード 牡4黒鹿57 武士沢友治塩田 清氏 堀井 雅広 新冠 森 牧場 490－ 2 〃 ハナ 174．3�
712 スターファセット 牝5鹿 55 柴山 雄一吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 462－ 21：38．81 9．1�
813 バトルハルトマン 牡4栗 57 松岡 正海宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 山岸 康 518－ 81：39．54 35．3�
57 � リネンジェット 牡4青鹿57 木幡 初広戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 486＋ 41：40．24 281．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，332，100円 複勝： 47，707，800円 枠連： 20，335，900円
馬連： 89，628，700円 馬単： 37，859，900円 ワイド： 47，158，600円
3連複： 106，020，900円 3連単： 144，411，100円 計： 524，455，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 240円 � 240円 � 1，010円 枠 連（1－2） 2，410円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 7，200円

ワ イ ド �� 890円 �� 5，720円 �� 2，930円

3 連 複 ��� 34，990円 3 連 単 ��� 199，040円

票 数

単勝票数 計 313321 的中 � 17839（6番人気）
複勝票数 計 477078 的中 � 55736（4番人気）� 58032（3番人気）� 10047（12番人気）
枠連票数 計 203359 的中 （1－2） 6532（10番人気）
馬連票数 計 896287 的中 �� 25705（10番人気）
馬単票数 計 378599 的中 �� 3943（27番人気）
ワイド票数 計 471586 的中 �� 14232（9番人気）�� 2064（53番人気）�� 4077（33番人気）
3連複票数 計1060209 的中 ��� 2272（103番人気）
3連単票数 計1444111 的中 ��� 526（555番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．6―47．3―59．1―1：10．7―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F50．0―3F38．2

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

勝馬の
紹 介

ストーミング �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．11．23 東京9着

2011．5．15生 牡6栗 母 オリヴェット 母母 クロシェットノエル 28戦3勝 賞金 46，713，000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。



09069 4月9日 雨 重 （29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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

66 マ ナ ロ ー ラ 牝3黒鹿54 北村 宏司�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 438－ 21：53．6 5．4�

67 クイントゥープル 牝3栗 54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 4 〃 ハナ 107．9�
55 ハートオブスワロー 牝3黒鹿54 吉田 豊�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 422－ 21：53．92 5．8�
33 ウ ォ ー ブ ル 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 466＋ 21：54．0� 3．3�
811 キュイキュイ 牝3栗 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：54．31� 15．6	
11 コマノレジーナ 牝3黒鹿54 江田 照男長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 410－ 81：54．4� 10．4

79 ドラゴンホマレ 牝3青鹿54 大野 拓弥窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 456－ 8 〃 クビ 12．7�
810 ア マ ノ ガ ワ 牝3黒鹿54 柴田 善臣�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 426－121：54．5クビ 27．3�
22 ミ ザ イ 牝3芦 54 �島 良太山住 勲氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：54．81� 13．9
78 ピサノベルベット 牝3鹿 54 松岡 正海市川義美ホール

ディングス� 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 21：55．01� 5．9�
44 ハーツブライト 牝3黒鹿54 石川裕紀人伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 484－ 41：55．21� 14．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，528，900円 複勝： 48，469，100円 枠連： 22，379，200円
馬連： 110，327，500円 馬単： 46，560，500円 ワイド： 51，673，700円
3連複： 129，056，000円 3連単： 184，831，000円 計： 634，825，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 200円 � 1，670円 � 200円 枠 連（6－6） 22，490円

馬 連 �� 21，980円 馬 単 �� 33，130円

ワ イ ド �� 5，950円 �� 590円 �� 5，490円

3 連 複 ��� 22，750円 3 連 単 ��� 153，840円

票 数

単勝票数 計 415289 的中 � 61511（2番人気）
複勝票数 計 484691 的中 � 73094（2番人気）� 5625（11番人気）� 70095（3番人気）
枠連票数 計 223792 的中 （6－6） 771（31番人気）
馬連票数 計1103275 的中 �� 3890（47番人気）
馬単票数 計 465605 的中 �� 1054（92番人気）
ワイド票数 計 516737 的中 �� 2145（48番人気）�� 24537（4番人気）�� 2325（47番人気）
3連複票数 計1290560 的中 ��� 4254（90番人気）
3連単票数 計1848310 的中 ��� 871（551番人気）

ハロンタイム 13．0―12．8―12．8―13．1―12．6―12．2―12．1―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．8―38．6―51．7―1：04．3―1：16．5―1：28．6―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ ナ ロ ー ラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2016．11．6 京都4着

2014．5．9生 牝3黒鹿 母 シェープアップ 母母 Life Out There 5戦2勝 賞金 16，380，000円
※出走取消馬 カリンバ号（疾病〔左前球節炎〕のため）

09070 4月9日 雨 重 （29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，28．4．9以降29．4．2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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

48 エクラミレネール 牝4芦 52 北村 宏司岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 454± 01：35．9 12．7�
24 リ ン ク ス 牡4鹿 56 内田 博幸 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 480± 01：37．07 2．0�
35 ニシノカブケ 牡5栗 54 松岡 正海西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 496－ 81：37．21� 17．7�
12 シングンジョーカー 牡6黒鹿55 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 478＋101：37．3クビ 23．0�
714 キャプテンペリー �4栗 55 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 478－ 81：37．72� 11．1�
816 ユメノマイホーム 牝5栗 52 蛯名 正義�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 454－ 61：38．23 25．8	
47 	 ハッチャンハッピー 牝4鹿 51 野中悠太郎野嶋 祥二氏 寺島 良 様似 澤井 義一 454＋ 61：38．3クビ 73．9

510 エアポートメサ 牡9栗 52 横山 武史新木 鈴子氏 加藤 和宏 日高 ナカノファーム 470＋ 21：38．4� 205．4�
611 テスタメント 牡6鹿 56 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 448－ 41：38．5� 39．0�
23 マイネルディアベル 牡6青鹿55 石橋 脩 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム B466＋ 4 〃 ハナ 149．6�
612 ショコラーチ 牝4鹿 53 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 466－ 21：38．6
 39．2�
11 エデンロック 牡7鹿 55 田中 勝春田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 474＋121：38．7� 101．7�
59 ビヨンジオール 牡5鹿 56 戸崎 圭太林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 514＋ 21：38．91� 7．9�
713 ド ゥ ー カ 牡4栗 54 A．シュタルケ カナヤマホールディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 B490－ 61：39．21
 7．8�

（独）

36 アムネスティ 牡4鹿 55 吉田 豊窪田 康志氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 506＋ 41：39．51� 17．9�
815 コスモナインボール 牡5鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 480＋ 21：39．71� 14．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，107，900円 複勝： 65，835，200円 枠連： 37，459，000円
馬連： 153，992，400円 馬単： 64，828，500円 ワイド： 74，336，100円
3連複： 206，784，100円 3連単： 283，532，100円 計： 933，875，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 270円 � 130円 � 430円 枠 連（2－4） 1，160円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 510円 �� 2，360円 �� 720円

3 連 複 ��� 5，470円 3 連 単 ��� 35，330円

票 数

単勝票数 計 471079 的中 � 29476（5番人気）
複勝票数 計 658352 的中 � 53862（4番人気）� 180557（1番人気）� 29913（8番人気）
枠連票数 計 374590 的中 （2－4） 24974（5番人気）
馬連票数 計1539924 的中 �� 95630（4番人気）
馬単票数 計 648285 的中 �� 13332（11番人気）
ワイド票数 計 743361 的中 �� 39465（3番人気）�� 7553（26番人気）�� 26698（5番人気）
3連複票数 計2067841 的中 ��� 28322（12番人気）
3連単票数 計2835321 的中 ��� 5818（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―35．9―47．7―59．3―1：11．1―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F36．6

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

勝馬の
紹 介

エクラミレネール �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 プラウドデボネア デビュー 2015．10．17 東京7着

2013．2．11生 牝4芦 母 シャトーサウザンド 母母 シャトールーカン 17戦3勝 賞金 54，784，000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 ストリートキャップ号
※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。

１レース目



09071 4月9日 雨 不良 （29中山3）第6日 第11競走 ��
��1，200�

けいよう

京葉ステークス
発走15時30分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，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

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：08．7
1：08．7

重
重

69 ショコラブラン 牡5芦 56 戸崎 圭太 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 470＋ 21：09．8 6．0�
11 トキノゲンジ 牡9鹿 56 石橋 脩中野 正則氏 西村 真幸 浦河 小倉牧場 506＋ 6 〃 クビ 225．5�
68 カ ジ キ 牡8鹿 57 柴田 善臣幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 千代田牧場 502－ 21：09．9� 24．7�
56 アールプロセス 牡6鹿 56 石川裕紀人池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 512＋ 2 〃 ハナ 8．9�
812 キタサンミカヅキ 牡7鹿 57 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 540＋ 81：10．0クビ 31．0�
711 ゴーイングパワー 牡8鹿 57 大野 拓弥林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 500± 01：10．21	 26．8	
57 
 ナンチンノン 牡6栗 57 A．シュタルケ 加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 534＋ 2 〃 クビ 5．5

（独）

44 スウィープアウェイ 牡6芦 56 柴田 大知藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 480± 0 〃 アタマ 57．1�
813 ブルドッグボス 牡5鹿 57 吉田 豊 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 510－ 41：10．62� 2．7�
45 レッドゲルニカ 牡4鹿 56 北村 宏司 東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 548－ 21：10．91� 3．9�
33 
 ワイドエクセレント 牡7鹿 56 木幡 初広古賀 慎一氏 尾形 和幸 米 Gulf Coast

Farms LLC 554－ 41：11．0� 170．9�
22 マキャヴィティ 牡6栗 57 内田 博幸金子真人ホール

ディングス 萩原 清 千歳 社台ファーム 506＋ 2 〃 アタマ 36．8�
710 ポ ッ ド ガ イ 牡4黒鹿56 柴山 雄一小川眞査雄氏 武市 康男 新ひだか 有限会社石川牧場 506± 01：12．27 162．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 65，117，200円 複勝： 79，657，500円 枠連： 48，662，500円
馬連： 265，978，300円 馬単： 113，913，600円 ワイド： 97，414，300円
3連複： 342，094，000円 3連単： 593，636，500円 計： 1，606，473，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 230円 � 4，830円 � 570円 枠 連（1－6） 22，420円

馬 連 �� 86，420円 馬 単 �� 120，670円

ワ イ ド �� 20，360円 �� 2，210円 �� 29，750円

3 連 複 ��� 446，980円 3 連 単 ��� 2，988，790円

票 数

単勝票数 計 651172 的中 � 86642（4番人気）
複勝票数 計 796575 的中 � 108745（3番人気）� 3643（13番人気）� 34835（7番人気）
枠連票数 計 486625 的中 （1－6） 1682（29番人気）
馬連票数 計2659783 的中 �� 2385（58番人気）
馬単票数 計1139136 的中 �� 708（108番人気）
ワイド票数 計 974143 的中 �� 1223（62番人気）�� 11608（24番人気）�� 836（70番人気）
3連複票数 計3420940 的中 ��� 574（209番人気）
3連単票数 計5936365 的中 ��� 144（1210番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．0―11．6―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．3―44．9―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．5
3 ・（7，11）（12，13）（5，8）9，4（6，10）2，1，3 4 ・（7，11）（5，8，12，13）（4，9）6，1（10，2）－3

勝馬の
紹 介

ショコラブラン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．22 京都1着

2012．3．21生 牡5芦 母 アグネスショコラ 母母 スキーパラダイス 22戦6勝 賞金 136，716，000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。

09072 4月9日 曇 不良 （29中山3）第6日 第12競走 ��
��2，400�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
2：28．8
2：28．6

重
不良

22 マイネルビクトリー 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 486－ 42：32．4 6．1�

712 メ ゾ ン リ ー 牡4黒鹿57 蛯名 正義西野 晴夫氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486＋ 22：32．71� 4．7�

11 サ ラ セ ニ ア 牡4芦 57 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 476－ 2 〃 クビ 3．5�
814 ロイヤルネイビー 牡4黒鹿57 内田 博幸谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 ハナ 5．8�
35 ラテールプロミーズ 牡4青鹿57 柴山 雄一ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 504± 02：34．29 95．1�
713 ベストセラーアスク 牝6鹿 55 戸崎 圭太廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 430＋ 22：34．41	 17．2	
610 ロックキャンディ 牝5黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎�Basic 根本 康広 新冠 佐藤 信広 512＋ 22：34．6� 34．3

34 ナ ス カ ザ ン 牝5鹿 55

52 ▲横山 武史小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B488＋ 8 〃 クビ 49．9�
58 テイエムコンドル 牡6鹿 57 石川裕紀人竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 474＋ 22：35．55 56．4�
59 アンヴェイルド 牡6鹿 57 大野 拓弥窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 502＋ 22：35．71
 6．6
611 ヘイローフォンテン 牡7鹿 57 江田 照男吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 530－ 42：36．12	 71．2�
23 パイロキシン 牡5栗 57 柴田 善臣加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B492＋ 22：36．2	 44．8�
46 エ ル ゼ ロ 牡4鹿 57 松岡 正海磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 B494＋102：36．3クビ 15．1�
47 クラウンロマン 牝4芦 55 武士沢友治矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 456＋ 22：36．51
 73．1�
815 ガ ヤ ル ド 牡6鹿 57 北村 宏司佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 458＋ 22：37．24 37．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 57，324，600円 複勝： 73，063，800円 枠連： 41，736，800円
馬連： 166，097，800円 馬単： 65，498，400円 ワイド： 80，498，600円
3連複： 221，396，800円 3連単： 322，875，800円 計： 1，028，492，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 170円 � 140円 枠 連（2－7） 1，270円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 720円 �� 400円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 9，990円

票 数

単勝票数 計 573246 的中 � 74291（4番人気）
複勝票数 計 730638 的中 � 87768（5番人気）� 107468（2番人気）� 153775（1番人気）
枠連票数 計 417368 的中 （2－7） 25336（6番人気）
馬連票数 計1660978 的中 �� 77737（5番人気）
馬単票数 計 654984 的中 �� 14251（11番人気）
ワイド票数 計 804986 的中 �� 26519（7番人気）�� 53041（3番人気）�� 59726（1番人気）
3連複票数 計2213968 的中 ��� 110552（1番人気）
3連単票数 計3228758 的中 ��� 23417（14番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．9―13．4―13．2―12．8―12．7―12．1―12．2―12．3―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．9―37．8―51．2―1：04．4―1：17．2―1：29．9―1：42．0―1：54．2―2：06．5―2：19．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F50．4―3F38．2
1
�

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルビクトリー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2015．11．1 福島8着

2013．4．29生 牡4鹿 母 メジャービクトリー 母母 シルキーマニッシュ 16戦3勝 賞金 38，606，000円
〔制裁〕 サラセニア号の騎手吉田豊は，2周目4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）
※テイエムコンドル号・パイロキシン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（29中山3）第6日 4月9日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 176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

199，320，000円
13，660，000円
1，380，000円
22，000，000円
70，392，000円
4，576，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
430，520，300円
629，211，300円
288，744，800円
1，220，429，100円
567，259，600円
601，327，300円
1，575，836，100円
2，357，725，200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 7，671，053，700円

総入場人員 20，705名 （有料入場人員 18，727名）
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