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09037 4月1日 晴 良 （30中山3）第4日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時50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

23 マーガレットスカイ 牝3黒鹿54 内田 博幸迎 徹氏 黒岩 陽一 日高 沖田牧場 494＋ 61：56．7 2．3�
612 ドヒョウギワ 牝3栗 54 蛯名 正義芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 502± 01：57．12� 6．4�
24 サイモンジルバ 牝3鹿 54 大野 拓弥澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 452＋ 41：57．2� 7．8�
713 ヴォレダンルシエル 牝3青鹿54 石橋 脩 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：57．3� 11．4�
36 アイサンクダディー 牝3黒鹿54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 伊藤 大士 浦河 杵臼牧場 418＋ 2 〃 ハナ 41．6�
47 アポロプリンセス 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新冠 山岡ファーム 474－101：57．4� 27．3	
510 フジノシャイン 牝3鹿 54

52 △武藤 雅遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 460－ 61：57．5クビ 17．4

12 パルクデラモール 牝3鹿 54 F．ミナリク�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 41：59．09 4．3�
（独）

35 ベ レ ッ ト 牝3青鹿 54
51 ▲木幡 育也町田 武氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 460 ―1：59．21� 195．7

611 ディアビオラン 牝3黒鹿54 和田 竜二ディアレストクラブ� 田村 康仁 日高 春木 昭雄 458＋ 6 〃 アタマ 39．5�
11 クリアロマンス 牝3芦 54 柴山 雄一伊東 純一氏 小笠 倫弘 新ひだか タツヤファーム 460＋ 41：59．3クビ 50．3�
59 ヌーヴェプレジール 牝3栗 54 江田 照男飯田 正剛氏 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 470＋221：59．62 182．6�
815 ココリエルサ 牝3黒鹿54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 464－ 41：59．8� 123．9�
816 ジャストアキッス 牝3鹿 54 西田雄一郎�ターフ・スポート武藤 善則 浦河 大北牧場 474－ 81：59．9� 279．8�
48 タイセイステラ 牝3黒鹿54 田中 勝春田中 成奉氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 480＋ 82：00．96 31．0�
714 ニシノハピネス 牝3鹿 54 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 474－ 42：01．75 157．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，631，000円 複勝： 40，702，800円 枠連： 13，997，100円
馬連： 57，649，100円 馬単： 28，251，400円 ワイド： 38，827，800円
3連複： 85，272，900円 3連単： 110，166，100円 計： 397，498，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 160円 � 160円 枠 連（2－6） 470円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 280円 �� 350円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 4，120円

票 数

単勝票数 計 226310 的中 � 77042（1番人気）
複勝票数 計 407028 的中 � 118418（1番人気）� 58820（3番人気）� 53121（4番人気）
枠連票数 計 139971 的中 （2－6） 23058（2番人気）
馬連票数 計 576491 的中 �� 70494（2番人気）
馬単票数 計 282514 的中 �� 20400（2番人気）
ワイド票数 計 388278 的中 �� 37568（2番人気）�� 28293（3番人気）�� 16755（6番人気）
3連複票数 計 852729 的中 ��� 46600（3番人気）
3連単票数 計1101661 的中 ��� 19381（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．2―50．9―1：04．4―1：17．3―1：30．2―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マーガレットスカイ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2018．2．18 東京8着

2015．4．21生 牝3黒鹿 母 カミヒコーキ 母母 オ リ ガ ミ 3戦1勝 賞金 7，000，000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。
（非抽選馬） 2頭 スノービスケット号・ニシノエクレール号
※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。

09038 4月1日 晴 良 （30中山3）第4日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時20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 ホウオウスクラム 牡3栗 56 大野 拓弥小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 496± 01：13．4 3．1�
714 ヴ ィ ー ダ 牡3栗 56 柴山 雄一中村 広樹氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 430－ 2 〃 ハナ 2．8�
48 デルマカミカゼ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 454－ 21：13．82� 9．5�
11 ナムラファラー 牡3黒鹿56 丸山 元気奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 470＋ 21：14．43� 7．8�
47 スワーリングミスト 牝3鹿 54 内田 博幸ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450± 01：14．61 6．8�
510 クエントアスール 牡3黒鹿 56

54 △武藤 雅�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 512＋ 2 〃 クビ 16．8	
815 スマートリゲル 牡3栗 56 武士沢友治トニー倶楽部 星野 忍 浦河 杵臼牧場 490－101：14．7クビ 97．0

23 ゴ ウ ノ モ ノ 牡3青鹿56 横山 和生岡 浩二氏 的場 均 新ひだか 福岡 駿弥 474± 0 〃 ハナ 60．6�
59 エリーエスパー 牝3鹿 54 丹内 祐次谷川 正純氏 本間 忍 新ひだか 城地牧場 464－ 4 〃 クビ 266．8�
24 ショウナンアイシス 牝3青鹿54 北村 宏司国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 静内フアーム 438＋101：14．8� 15．6
12 スワンレイクカフェ 牝3鹿 54 田中 勝春西川 恭子氏 中野 栄治 様似 中脇 一幸 442－ 41：15．22� 273．3�
36 パ ス イ 牡3栗 56 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 490＋ 81：15．3� 541．4�
816 エムオーセイコー 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士大浅 貢氏 尾形 和幸 日高 湯浅 一夫 486－101：15．51� 414．5�
611 ロマンレガシ 牡3芦 56 柴田 善臣菅 實氏 田中 剛 日高 シンボリ牧場 470＋ 2 〃 ハナ 94．4�
35 ピーチファービー 牝3鹿 54 丸田 恭介�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 B452－ 61：16．45 110．2�
612 エルコンフェアリー 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子古川 淳氏 和田 雄二 新冠 ハシモトフアーム 432－ 21：16．61� 63．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，290，200円 複勝： 41，824，700円 枠連： 20，528，700円
馬連： 62，052，900円 馬単： 31，352，800円 ワイド： 42，113，100円
3連複： 88，176，500円 3連単： 114，179，900円 計： 428，518，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 120円 � 190円 枠 連（7－7） 380円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 180円 �� 450円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 4，500円

票 数

単勝票数 計 282902 的中 � 72905（2番人気）
複勝票数 計 418247 的中 � 105843（1番人気）� 101767（2番人気）� 39627（5番人気）
枠連票数 計 205287 的中 （7－7） 41853（2番人気）
馬連票数 計 620529 的中 �� 117100（1番人気）
馬単票数 計 313528 的中 �� 29167（1番人気）
ワイド票数 計 421131 的中 �� 76373（1番人気）�� 20965（6番人気）�� 19906（7番人気）
3連複票数 計 881765 的中 ��� 63073（3番人気）
3連単票数 計1141799 的中 ��� 18395（6番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．7―12．5―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．8―47．3―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウオウスクラム �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．9．10 中山6着

2015．4．22生 牡3栗 母 クラックコード 母母 マジックコード 7戦1勝 賞金 9，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アテナリ号・アースグロウ号・ペイシャヒカリ号・メイハンコック号・ヤマニンミレーレ号
（非抽選馬） 3頭 セイユウガッツ号・デルマスピリタス号・フチコマ号

第３回 中山競馬 第４日



09039 4月1日 晴 良 （30中山3）第4日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走10時50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

713 グットクルサマー 牡3栗 56 柴山 雄一 �アフロin El Paso 国枝 栄 千歳 社台ファーム 492－ 21：35．3 56．0�
24 バルトフォンテン 牡3栗 56 内田 博幸吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 490＋ 21：35．51� 4．3�
47 ラ カ ー ジ ェ 牡3黒鹿56 和田 竜二�G1レーシング 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 41：35．6� 6．0�
612 ソーラーフレア 牡3鹿 56 津村 明秀ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－161：35．92 4．6�
36 グローリーシーカー 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 426－14 〃 クビ 3．7�
12 オールステリーナ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子宮田 守氏 黒岩 陽一 日高 前野牧場 460 ―1：36．11� 72．9	
48 フ ル コ ス ト 牡3青鹿56 的場 勇人福田 光博氏 的場 均 新ひだか 及川 幸夫 442－ 21：36．41� 20．1

510 マインプリンセス 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹峰 哲馬氏 的場 均 日高 宝寄山 忠則 386－121：36．61� 306．6�
611 ムールヴェードル 牝3青 54 石橋 脩 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 514＋121：37．02	 6．1
23 ヴィヤンシーコ 牡3鹿 56 北村 宏司栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 426－ 81：37．1	 26．1�
816 ゼネラルマッターレ 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士 �ジェネラルレーシング 小桧山 悟 新冠 レジェンドファーム 434＋ 81：37．2	 431．1�
35 パ ー キ ー 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也山住 勲氏 矢野 英一 浦河 杵臼牧場 432－ 81：38．26 204．8�
11 デルマシードル 牝3鹿 54 蛯名 正義浅沼 廣幸氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 428 ―1：38．3クビ 16．3�
815 デ ル エ デ ン 牝3鹿 54 F．ミナリク藤沼 利夫氏 金成 貴史 日高 下河辺牧場 416 ―1：38．62 68．3�

（独）

59 ブラウンモッソ 牝3鹿 54 丸山 元気キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 金石牧場 408＋ 41：42．7大差 241．4�
714 トーシンラルジャン 牝3鹿 54 柴田 大知長井 純一氏 清水 英克 新冠 村上 欽哉 418＋121：45．1大差 309．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，398，200円 複勝： 53，586，300円 枠連： 18，518，000円
馬連： 71，331，900円 馬単： 35，222，500円 ワイド： 44，955，200円
3連複： 95，097，800円 3連単： 128，511，100円 計： 477，621，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，600円 複 勝 � 1，070円 � 160円 � 200円 枠 連（2－7） 7，370円

馬 連 �� 10，410円 馬 単 �� 28，100円

ワ イ ド �� 2，750円 �� 4，270円 �� 630円

3 連 複 ��� 24，230円 3 連 単 ��� 248，450円

票 数

単勝票数 計 303982 的中 � 4342（9番人気）
複勝票数 計 535863 的中 � 9320（9番人気）� 106740（1番人気）� 72540（4番人気）
枠連票数 計 185180 的中 （2－7） 1947（17番人気）
馬連票数 計 713319 的中 �� 5306（27番人気）
馬単票数 計 352225 的中 �� 940（57番人気）
ワイド票数 計 449552 的中 �� 4080（25番人気）�� 2602（31番人気）�� 19747（8番人気）
3連複票数 計 950978 的中 ��� 2943（55番人気）
3連単票数 計1285111 的中 ��� 375（438番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―23．9―35．8―48．1―1：00．7―1：12．4―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グットクルサマー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2017．12．9 中山7着

2015．4．7生 牡3栗 母 ヘヴンリークルーズ 母母 タックスシェルター 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 ブラウンモッソ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーシンラルジャン号は，「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。
（非抽選馬） 2頭 オペラサンデー号・サンタフェサン号
※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。

09040 4月1日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30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20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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：10．2良・良

811 メイショウラプター 牡4鹿 59 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 佐藤 陽一 466－ 43：14．1 4．2�
22 シ ロ ク ニ �4栗 59 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 448－ 43：14．52� 9．1�
67 トーヨーピース 牡4鹿 59 草野 太郎中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 482＋ 43：14．71� 15．8�
11 ロンギングダンサー 牡9黒鹿60 五十嵐雄祐坂本 浩一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 502＋ 63：15．12� 2．0�
33 マイネルヴァッサー 牡5鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 63：15．2� 5．7�
66 ニシノオラクル 牡4栗 59 蓑島 靖典西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー

クスタツド 460＋ 63：15．62� 137．1	
44 ヴェラヴァルスター 牡6栗 60 金子 光希保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 516＋ 43：16．13 9．9

55 パルナッソス �4芦 59 高野 和馬 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 480－16 〃 アタマ 53．6�
78 スカイステージ 牡5黒鹿60 大庭 和弥佐々木 徹氏 中川 公成 新冠 シンユウフアーム 480＋ 23：16．63 88．5
79 サンアンダーソン 牡5栗 60 上野 翔 �加藤ステーブル 中野 栄治 様似 様似共栄牧場 546± 03：18．3大差 29．6�
810 ギャラクシーキング 牡4芦 59 大江原 圭田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 藤本牧場 464＋103：20．1大差 102．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，578，100円 複勝： 24，952，600円 枠連： 9，674，000円
馬連： 39，697，100円 馬単： 26，562，100円 ワイド： 25，053，100円
3連複： 60，454，600円 3連単： 113，874，100円 計： 321，845，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 230円 � 340円 枠 連（2－8） 1，380円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 530円 �� 870円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 5，600円 3 連 単 ��� 20，360円

票 数

単勝票数 計 215781 的中 � 40523（2番人気）
複勝票数 計 249526 的中 � 45344（2番人気）� 27438（4番人気）� 16032（6番人気）
枠連票数 計 96740 的中 （2－8） 5420（6番人気）
馬連票数 計 396971 的中 �� 20475（6番人気）
馬単票数 計 265621 的中 �� 8428（8番人気）
ワイド票数 計 250531 的中 �� 12853（6番人気）�� 7365（11番人気）�� 4311（16番人気）
3連複票数 計 604546 的中 ��� 8096（19番人気）
3連単票数 計1138741 的中 ��� 4054（62番人気）
上り 1マイル 1：46．7 4F 52．1－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウラプター �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．11．13 京都5着

2014．3．24生 牡4鹿 母 ソトーグラシオ 母母 ガゼルロワイヤル 障害：3戦1勝 賞金 12，100，000円



09041 4月1日 晴 良 （30中山3）第4日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12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

11 サトノディード 牡3青鹿56 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 496－101：56．4 3．4�
59 トリプルレインボー 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 478－ 2 〃 ハナ 8．1�
815 ダイヤクリーガー 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 初也 �ダイヤモンドファーム 中野 栄治 浦河 ダイヤモンドファーム 504－ 61：56．61� 3．2�
610 タイセイカレッジ 牡3芦 56 大野 拓弥田中 成奉氏 奥村 武 日高 下河辺牧場 434－ 41：56．92 20．5�
814 サンマルアナザー 牡3鹿 56 蛯名 正義相馬 勇氏 和田 勇介 日高 田端牧場 464－ 81：57．11� 48．2	
611 トキメキジュピター 牡3黒鹿56 和田 竜二片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 浦河 室田 千秋 488± 0 〃 クビ 78．2

35 マイネルトワイス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 村上 雅規 506－ 81：57．2クビ 12．1�
46 ショウナンカルロ 牡3鹿 56

54 △武藤 雅�湘南 古賀 史生 平取 稲原牧場 532－ 4 〃 クビ 24．5�
23 スズヨブラック 牡3鹿 56 田中 勝春鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 栄進牧場 484＋ 61：58．9大差 6．2
47 ヴ ァ ザ ー リ 牡3栗 56 内田 博幸保坂 和孝氏 林 徹 洞�湖 レイクヴィラファーム 572 ―1：59．0� 21．5�
34 エンパイアソング 牡3鹿 56 武士沢友治松平 正樹氏 勢司 和浩 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 550－ 21：59．53 66．3�
712 ダイワウェッジ 牡3鹿 56 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 496－ 41：59．6� 89．9�
22 ブローインバブルス 牡3鹿 56 F．ミナリク�フクキタル 加藤 征弘 新冠 パカパカ

ファーム 478± 02：00．77 20．4�
（独）

713 プリンセスティナ 牝3栗 54
51 ▲横山 武史�日東牧場 中舘 英二 浦河 日東牧場 448－ 22：00．91 118．3�

58 ケ ン ガ 牡3栗 56
55 ☆木幡 巧也林 正道氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム 498－10 〃 クビ 29．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，675，800円 複勝： 49，964，300円 枠連： 19，630，300円
馬連： 76，171，200円 馬単： 37，107，100円 ワイド： 52，897，300円
3連複： 109，240，000円 3連単： 136，356，600円 計： 515，042，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 190円 � 140円 枠 連（1－5） 1，460円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 680円 �� 320円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 9，470円

票 数

単勝票数 計 336758 的中 � 78712（2番人気）
複勝票数 計 499643 的中 � 78450（3番人気）� 59185（4番人気）� 103224（1番人気）
枠連票数 計 196303 的中 （1－5） 10409（6番人気）
馬連票数 計 761712 的中 �� 34178（5番人気）
馬単票数 計 371071 的中 �� 10348（9番人気）
ワイド票数 計 528973 的中 �� 18268（7番人気）�� 45663（1番人気）�� 32551（4番人気）
3連複票数 計1092400 的中 ��� 53426（2番人気）
3連単票数 計1363566 的中 ��� 10437（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．8―51．4―1：04．3―1：17．2―1：30．6―1：43．4

コーナー
通過順位

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

2
4

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

サトノディード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dynaformer デビュー 2018．1．14 中京16着

2015．4．22生 牡3青鹿 母 ゴジップガール 母母 Temperence Gift 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 サトノディード号の騎手北村宏司は，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。
※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1日 晴 良 （30中山3）第4日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時40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

23 ディアジラソル 牝3鹿 54 内田 博幸ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 土田農場 428－ 21：34．6 5．7�
48 ロフティフレーズ 牝3黒鹿54 大野 拓弥水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 438－ 6 〃 ハナ 3．9�
816 ワールドヘリテージ 牡3鹿 56 勝浦 正樹谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 440－ 41：35．02� 3．5�
24 モ デ レ イ ト 牝3鹿 54

52 △武藤 雅�和田牧場 和田正一郎 浦河 中村 雅明 444－121：35．21� 6．4�
815 ウォルビスベイ 牡3黒鹿56 和田 竜二 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 444－ 4 〃 クビ 7．3	
12 アースビヨンド 牡3黒鹿56 柴山 雄一前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 504－ 2 〃 アタマ 20．3

713 イ ル ル ー メ 牡3黒鹿56 横山 和生西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド 476＋ 21：35．3	 32．5�
510 アシャカデッシュ 牡3鹿 56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 登別 登別上水牧場 496＋ 21：35．4クビ 31．5�
35 ル リ ハ リ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �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 422＋12 〃 クビ 26．1
714 ベルウッドキング 牡3鹿 56 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 日高 増尾牧場 438＋ 21：35．71	 103．3�
36 ココロノイコロ 牡3黒鹿56 北村 宏司海谷 幸司氏 高橋 祥泰 新ひだか 谷岡牧場 430－ 61：35．8	 41．1�
47 メルムサール 牡3青鹿56 江田 照男�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 438－ 41：36．11	 78．5�
612 デルマアブサン 牡3鹿 56 村田 一誠浅沼 廣幸氏 藤原 辰雄 千歳 社台ファーム 460＋ 2 〃 クビ 71．8�
11 ムーランナヴァン 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 430－ 21：36．42 30．4�
611 ジ ス モ ン ダ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 460－ 61：36．61 418．1�
59 キングスキャット 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 510－ 21：36．81� 193．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，894，900円 複勝： 55，446，100円 枠連： 25，709，700円
馬連： 89，479，100円 馬単： 38，527，400円 ワイド： 56，217，000円
3連複： 117，887，300円 3連単： 139，611，100円 計： 560，772，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 160円 � 150円 � 140円 枠 連（2－4） 690円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 440円 �� 440円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 10，880円

票 数

単勝票数 計 378949 的中 � 53065（3番人気）
複勝票数 計 554461 的中 � 83671（3番人気）� 95299（2番人気）� 109433（1番人気）
枠連票数 計 257097 的中 （2－4） 28535（3番人気）
馬連票数 計 894791 的中 �� 52652（6番人気）
馬単票数 計 385274 的中 �� 9979（11番人気）
ワイド票数 計 562170 的中 �� 32292（2番人気）�� 32193（3番人気）�� 39786（1番人気）
3連複票数 計1178873 的中 ��� 53231（1番人気）
3連単票数 計1396111 的中 ��� 9301（18番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．8―12．1―12．0―12．1―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．9―47．0―59．0―1：11．1―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．6

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディアジラソル �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2017．7．29 札幌6着

2015．3．24生 牝3鹿 母 ノーザンスター 母母 ノーザンハマナス 7戦2勝 賞金 18，500，000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 サクステッド号・バトルマイスター号



09043 4月1日 晴 良 （30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10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

57 ナスノカンザン 牡4鹿 57 内田 博幸�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 510＋ 21：55．5 9．3�

45 サイドチェンジ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹大塚 亮一氏 池上 昌和 新ひだか 平野牧場 B514＋ 61：55．71 4．6�
69 リフトトゥヘヴン 牡4鹿 57 F．ミナリク丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 484＋ 21：55．91� 3．1�

（独）

813 トミケンボハテル 牡4芦 57 和田 竜二冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム 496＋141：56．11� 9．6�
812 コスモカンナム 牡4鹿 57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 文雅 新ひだか 木村 秀則 B456－ 4 〃 クビ 59．6�
22 ディアシューター 牡4黒鹿57 大野 拓弥ディアレストクラブ	 高木 登 浦河 中島牧場 496－ 61：56．2クビ 2．8

33 � クリップスプリンガ 牡4鹿 57 田中 勝春山下 良子氏 的場 均 新冠 ヤマタケ牧場 440＋ 2 〃 ハナ 13．2�
711 ジュブリーユ 牝4芦 55

54 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 480－ 61：56．3� 30．1�
44 アルティジャーノ 	5鹿 57

56 ☆井上 敏樹渡邉 顕三氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 446－ 21：57．68 158．8
68 トミケンカリム 牡4栗 57

54 ▲菊沢 一樹冨樫 賢二氏 小西 一男 浦河 信岡牧場 468＋121：57．8
 239．4�
710� ショウナンハドル 牡4黒鹿57 横山 和生国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 松本牧場 468－ 41：58．33 185．4�
56 ダッシャークワトロ 	5鹿 57

56 ☆木幡 初也芦田 信氏 黒岩 陽一 日高 下河辺牧場 462± 01：58．51 103．5�
11 � ゴールドバンカー 牡6栗 57 石神 深一磯波 勇氏 伊藤 正徳 登別 登別上水牧場 448－ 62：01．3大差 200．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，328，300円 複勝： 46，567，400円 枠連： 15，862，600円
馬連： 82，956，600円 馬単： 42，233，400円 ワイド： 49，587，600円
3連複： 101，943，100円 3連単： 165，841，200円 計： 544，320，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 240円 � 160円 � 150円 枠 連（4－5） 2，770円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 5，550円

ワ イ ド �� 700円 �� 710円 �� 410円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 26，780円

票 数

単勝票数 計 393283 的中 � 33664（4番人気）
複勝票数 計 465674 的中 � 41986（5番人気）� 81494（3番人気）� 88634（2番人気）
枠連票数 計 158626 的中 （4－5） 4438（11番人気）
馬連票数 計 829566 的中 �� 26752（11番人気）
馬単票数 計 422334 的中 �� 5700（23番人気）
ワイド票数 計 495876 的中 �� 17649（11番人気）�� 17229（12番人気）�� 33031（3番人気）
3連複票数 計1019431 的中 ��� 21633（15番人気）
3連単票数 計1658412 的中 ��� 4489（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．3―50．6―1：04．1―1：17．0―1：29．6―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナスノカンザン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2017．3．19 中山1着

2014．2．5生 牡4鹿 母 ナスノフィオナ 母母 ナスノフローラ 4戦2勝 賞金 15，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドバンカー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月1日まで平地

競走に出走できない。
※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。

09044 4月1日 晴 良 （30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13時40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 キャリアベスト 牡4栗 57 丸山 元気�明栄商事 小西 一男 新ひだか 増本牧場 498± 02：01．2 4．9�
69 アグレアーブル 牝5青鹿55 大野 拓弥 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 502＋10 〃 ハナ 6．7�
812 サトノキングダム 牡5鹿 57 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 478＋ 82：01．51� 2．1�
68 コスモスピード 牡4鹿 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 登別 青藍牧場 444－ 22：01．71	 79．1�
44 ショワドゥロワ 牡4黒鹿57 北村 宏司村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 500－ 82：01．8
 16．3	
56 ジェードグリーン �4鹿 57 柴山 雄一 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム B464－ 82：02．01	 7．5

710 ウ ォ ー ブ ル 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 472＋ 22：02．1
 15．0�
33 ジュニエーブル 牡4鹿 57 F．ミナリク柴田 洋一氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 444－ 22：02．31
 22．4�

（独）

11 � タイセイヴィクター �5鹿 57
56 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 林 徹 安平 追分ファーム 504＋ 7 〃 アタマ 32．4

813 バレエダンサー 牝5鹿 55 黛 弘人前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場 462＋102：02．93
 46．5�
57 レッドリュンヌ 牝5栗 55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 430＋ 62：03．0クビ 75．5�
711� マッシュクール 牡4黒鹿 57

55 △武藤 雅島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 502＋ 4 〃 ハナ 57．7�

45 ガ ジ ュ マ ル 牝4芦 55 勝浦 正樹山住 勲氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 472－ 42：03．1
 45．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 41，478，500円 複勝： 58，720，100円 枠連： 20，503，300円
馬連： 89，747，200円 馬単： 52，362，000円 ワイド： 58，280，900円
3連複： 118，696，900円 3連単： 190，229，400円 計： 630，018，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 140円 � 170円 � 110円 枠 連（2－6） 2，350円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 570円 �� 210円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 10，630円

票 数

単勝票数 計 414785 的中 � 67656（2番人気）
複勝票数 計 587201 的中 � 101227（2番人気）� 65549（3番人気）� 192156（1番人気）
枠連票数 計 205033 的中 （2－6） 6748（8番人気）
馬連票数 計 897472 的中 �� 30590（8番人気）
馬単票数 計 523620 的中 �� 8718（13番人気）
ワイド票数 計 582809 的中 �� 22598（7番人気）�� 82633（1番人気）�� 42788（3番人気）
3連複票数 計1186969 的中 ��� 75331（2番人気）
3連単票数 計1902294 的中 ��� 12969（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―36．3―48．7―1：01．5―1：13．9―1：26．1―1：37．6―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キャリアベスト �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2016．10．29 東京8着

2014．6．10生 牡4栗 母 ケ リ ー メ イ 母母 ルシールシーダー 14戦2勝 賞金 26，834，000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。



09045 4月1日 晴 良 （30中山3）第4日 第9競走 ��
��2，500�

あ わ

安 房 特 別
発走14時15分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，29．4．1以降30．3．25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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

44 ミルトプレスト 牡4鹿 54 大野 拓弥永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 500－ 82：33．5 6．3�
45 コウキチョウサン 牡5鹿 54 北村 宏司�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 464－ 22：33．81� 11．4�
11 チャロネグロ 牡4黒鹿55 石橋 脩金子真人ホール

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 490－ 42：33．9� 3．0�

69 コスモジャーベ 牡5黒鹿55 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 476± 0 〃 クビ 5．1�
22 ニーマルサンデー 牡4青鹿53 F．ミナリク板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 472± 02：34．21� 9．5	

（独）

33 プレイヤーハウス 牡6鹿 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 476－ 42：34．62� 15．9

68 オリエントワークス 牝5鹿 52 江田 照男�G1レーシング 田中 博康 安平 追分ファーム 468－ 2 〃 ハナ 37．9�
812 アートフェスタ 牡7黒鹿53 丹内 祐次森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 520＋ 2 〃 アタマ 164．6�
56 プレシャスブルー 牡4鹿 54 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 442± 02：35．02� 7．2
57 タケルラムセス 牡6鹿 53 勝浦 正樹森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 486－ 22：35．42� 90．4�
711 ピッツバーグ 	5鹿 54 内田 博幸�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 502－ 62：35．61� 12．7�
813 ジ ャ ッ キ ー 牡4栗 54 武藤 雅小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 488＋ 22：36．02� 29．8�
710 ラウレアブルーム 牡6鹿 53 西田雄一郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 494－ 8 〃 クビ 51．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，018，300円 複勝： 65，269，200円 枠連： 25，181，200円
馬連： 132，676，300円 馬単： 57，216，000円 ワイド： 73，315，300円
3連複： 166，332，000円 3連単： 236，936，700円 計： 801，945，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 200円 � 240円 � 130円 枠 連（4－4） 3，600円

馬 連 �� 3，600円 馬 単 �� 6，730円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 390円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 20，380円

票 数

単勝票数 計 450183 的中 � 56941（3番人気）
複勝票数 計 652692 的中 � 75363（3番人気）� 56937（5番人気）� 175346（1番人気）
枠連票数 計 251812 的中 （4－4） 5408（15番人気）
馬連票数 計1326763 的中 �� 28493（14番人気）
馬単票数 計 572160 的中 �� 6371（26番人気）
ワイド票数 計 733153 的中 �� 16753（13番人気）�� 51234（2番人気）�� 40957（4番人気）
3連複票数 計1663320 的中 ��� 48976（6番人気）
3連単票数 計2369367 的中 ��� 8427（60番人気）

ハロンタイム 7．3―11．5―12．0―12．2―12．7―13．2―12．9―13．0―12．1―11．8―11．8―11．4―11．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．3―18．8―30．8―43．0―55．7―1：08．9―1：21．8―1：34．8―1：46．9―1：58．7―2：10．5―2：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→」 上り4F46．6―3F34．8
1
�
2－4（9，11）（10，12）（5，13）（1，8）（7，3）6
2，4（9，11）（12，5）（10，1，13）（7，6，8，3）

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ミルトプレスト �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2016．12．4 中山8着

2014．4．11生 牡4鹿 母 シアトルブリッジ 母母 ミヤシロオーバン 14戦3勝 賞金 36，232，000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。

09046 4月1日 晴 良 （30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14時50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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

66 ドンフォルティス 牡3栗 57 石橋 脩山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 502＋ 51：54．7 5．5�
77 ルヴァンスレーヴ 牡3鹿 57 内田 博幸�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋101：54．91� 1．6�
44 コマビショウ 牡3黒鹿56 和田 竜二小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 490－ 81：55．0クビ 3．4�
89 ワカミヤオウジ 牡3青 56 北村 宏司芳川 貴行氏 栗田 徹 新冠 スカイビーチステーブル 470－ 61：55．32 14．4�
88 ワークアンドラブ 牡3栗 56 柴田 大知小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 B460－ 21：56．15 49．4�
55 アスターソード 牡3鹿 56 津村 明秀加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 442－ 41：56．52� 108．1	
22 キャベンディッシュ 牡3栗 56 大野 拓弥本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 474－101：57．13� 20．5

33 	 モリノラスボス 牡3鹿 56 江田 照男森 和久氏 大江原 哲 森 笹川大晃牧場 504＋ 81：57．31
 176．6�
11 ナムラムツゴロー 牡3栗 56 蛯名 正義奈村 信重氏 中村 均 浦河 谷川牧場 480－ 41：57．51
 40．5�

（9頭）

売 得 金
単勝： 73，019，300円 複勝： 169，558，100円 枠連： 22，819，700円
馬連： 140，163，400円 馬単： 94，609，200円 ワイド： 72，705，600円
3連複： 167，164，600円 3連単： 482，722，000円 計： 1，222，761，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（6－7） 330円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 140円 �� 220円 �� 140円

3 連 複 ��� 250円 3 連 単 ��� 2，460円

票 数

単勝票数 計 730193 的中 � 105087（3番人気）
複勝票数 計1695581 的中 � 126200（3番人気）� 1235984（1番人気）� 155443（2番人気）
枠連票数 計 228197 的中 （6－7） 52519（2番人気）
馬連票数 計1401634 的中 �� 347205（2番人気）
馬単票数 計 946092 的中 �� 65086（4番人気）
ワイド票数 計 727056 的中 �� 150023（1番人気）�� 64176（3番人気）�� 144753（2番人気）
3連複票数 計1671646 的中 ��� 493649（1番人気）
3連単票数 計4827220 的中 ��� 141715（8番人気）

ハロンタイム 13．3―12．3―12．9―13．7―13．1―12．9―12．3―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．6―38．5―52．2―1：05．3―1：18．2―1：30．5―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．5
1
3
・（3，4）6（5，7）8－9－2－1・（3，4，6，7）（5，8）（9，2）＝1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドンフォルティス 
�
父 ヘニーヒューズ 

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．7．8 中京3着

2015．4．9生 牡3栗 母 グロッタアズーラ 母母 サダムブルーアイズ 4戦3勝 賞金 35，283，000円
［他本会外：2戦1勝］

２レース目



09047 4月1日 晴 良 （30中山3）第4日 第11競走 ��
��1，200�

ふなばし

船橋ステークス
発走15時30分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

船橋市長賞（1着）
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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

814� ライトフェアリー 牝6鹿 55 柴山 雄一和田 吉弘氏 石毛 善彦 新冠 イワミ牧場 B482± 01：08．3 21．5�
45 アッラサルーテ 牝5栗 55 石橋 脩吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 496± 01：08．4	 6．4�
11 ワンアフター 牡5栗 57 内田 博幸薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 466± 01：08．5クビ 4．1�
57 ナンヨーアミーコ 牡5栗 57 丸田 恭介中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 440± 0 〃 ハナ 5．0�
712 ダイトウキョウ 牡6鹿 57 丸山 元気市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 462± 0 〃 クビ 6．8�
610 ダイメイプリンセス 牝5黒鹿55 北村 宏司宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 496＋ 41：08．6	 4．5�
58 � スズカアーサー 牡9鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 496± 01：08．7クビ 116．4	
33 ト シ ザ キ ミ 牝7鹿 55 江田 照男上村 利幸氏 
島 一歩 浦河 浦河小林牧場 482－12 〃 クビ 44．4

46 クリノコマチ 牝7栗 55 田中 勝春栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 61：08．8� 125．3�
69 クラウンアイリス 牝7栗 55 大野 拓弥�クラウン 天間 昭一 大分 クラウンファーム 410＋ 2 〃 同着 21．9
22 � クリノハッチャン 牝7鹿 55 蛯名 正義栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 462＋ 4 〃 クビ 71．5�
711 シーズララバイ 牝4栗 55 柴田 善臣吉田 千津氏 竹内 正洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444± 01：08．9クビ 12．9�
813 ドラゴンストリート 牡7鹿 57 F．ミナリク窪田 芳郎氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 482＋101：09．0� 18．4�

（独）

34 ラホーヤビーチ 牝6青鹿55 横山 武史 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 468－ 61：09．63� 92．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 71，877，100円 複勝： 98，327，700円 枠連： 57，891，400円
馬連： 284，367，700円 馬単： 119，245，400円 ワイド： 120，975，300円
3連複： 394，319，600円 3連単： 603，082，700円 計： 1，750，086，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 600円 � 200円 � 180円 枠 連（4－8） 4，340円

馬 連 �� 8，160円 馬 単 �� 17，320円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 2，000円 �� 450円

3 連 複 ��� 11，340円 3 連 単 ��� 97，570円

票 数

単勝票数 計 718771 的中 � 26628（8番人気）
複勝票数 計 983277 的中 � 33385（9番人気）� 134202（4番人気）� 163191（1番人気）
枠連票数 計 578914 的中 （4－8） 10323（16番人気）
馬連票数 計2843677 的中 �� 26982（26番人気）
馬単票数 計1192454 的中 �� 5162（56番人気）
ワイド票数 計1209753 的中 �� 13176（28番人気）�� 14798（25番人気）�� 75478（1番人気）
3連複票数 計3943196 的中 ��� 26062（38番人気）
3連単票数 計6030827 的中 ��� 4481（289番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―11．3―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．1―45．4―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．2
3 ・（4，14）5（1，3，10）（2，6）－（8，11）（7，12）9，13 4 ・（4，14）（1，5）（3，10）（2，6）（8，11）12，7（9，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ライトフェアリー �
�
父 サムライハート �

�
母父 アルカセット

2012．4．9生 牝6鹿 母 フラワーフェアリー 母母 フリーフォーギブン 17戦4勝 賞金 71，970，000円
地方デビュー 2015．8．5 船橋 ［他本会外：1戦0勝］

※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1日 晴 良 （30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10分 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

59 ワイドリーザワン 牡6黒鹿57 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋ 41：12．5 5．1�

815� エタニティーワルツ 牡5黒鹿57 西田雄一郎村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 498－ 6 〃 クビ 25．3�
510 カフェライジング 牡6鹿 57

55 △武藤 雅西川 恭子氏 松永 幹夫 新ひだか 三石橋本牧場 500－ 21：12．6クビ 3．4�
612 スズカゴーディー 牡4黒鹿57 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B482－ 21：12．91� 4．4�
24 ナリノメジャー 牝4栗 55 北村 宏司成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 2 〃 アタマ 10．3�
12 ヘ ル デ ィ ン 牝4青鹿55 丸山 元気金山 敏也氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 430＋ 21：13．0� 21．4�
611 フジゴウカイ 牡6黒鹿57 武士沢友治荒木 誠氏 高市 圭二 新冠 対馬 正 510－ 6 〃 クビ 35．2	
11 ウサギノカケアシ 牡6芦 57 柴田 大知桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 488＋ 61：13．1クビ 72．1

47 ドウカンヤマ 牡5栗 57 大野 拓弥一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 500± 0 〃 ハナ 15．3�
713 イ ア ペ ト ス 牡6鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 494－ 8 〃 ハナ 272．4
35 ラ ブ タ ー ボ 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 436－101：13．2� 60．4�
816 エビスリアン 牡5鹿 57 F．ミナリク加藤 晃央氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 B478＋ 21：13．62� 8．4�

（独）

36 � マッジョネラ 	4黒鹿 57
54 ▲菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 日高 北田 剛 496± 01：13．81
 23．0�

48 サレンティーナ 牡4栗 57 津村 明秀 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 81：14．11� 19．0�

714� サウスキング 牡7黒鹿 57
54 ▲横山 武史南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 B484± 01：14．2� 122．1�

23 サクラヴァローレ 牡7鹿 57 勝浦 正樹�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 伊藤 敏明 508－ 81：18．2大差 92．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 80，411，100円 複勝： 104，667，200円 枠連： 60，383，300円
馬連： 225，705，800円 馬単： 94，739，900円 ワイド： 132，597，400円
3連複： 322，549，000円 3連単： 452，386，000円 計： 1，473，439，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 400円 � 150円 枠 連（5－8） 780円

馬 連 �� 6，250円 馬 単 �� 10，640円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 340円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 7，370円 3 連 単 ��� 53，040円

票 数

単勝票数 計 804111 的中 � 124898（3番人気）
複勝票数 計1046672 的中 � 151633（2番人気）� 50211（7番人気）� 226396（1番人気）
枠連票数 計 603833 的中 （5－8） 59889（2番人気）
馬連票数 計2257058 的中 �� 27965（24番人気）
馬単票数 計 947399 的中 �� 6676（40番人気）
ワイド票数 計1325974 的中 �� 18480（21番人気）�� 112910（1番人気）�� 19297（17番人気）
3連複票数 計3225490 的中 ��� 32822（22番人気）
3連単票数 計4523860 的中 ��� 6183（157番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．8―12．2―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．1―47．3―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイドリーザワン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．1．24 中山14着

2012．2．14生 牡6黒鹿 母 キャッチザゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 25戦4勝 賞金 46，801，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サクラヴァローレ号は，「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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 キョウエイスコール号・スプリングフット号・ローレルジャック号
（非抽選馬） 1頭 フジノパンサー号
※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。

４レース目



（30中山3）第4日 4月1日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

212，670，000円
7，780，000円
16，470，000円
1，150，000円
23，470，000円
68，986，500円
5，008，200円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
525，600，800円
809，586，500円
310，699，300円
1，351，998，300円
657，429，200円
767，525，600円
1，827，134，300円
2，873，896，900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 9，123，870，900円

総入場人員 24，318名 （有料入場人員 22，215名）
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