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09049 4月7日 曇 良 （30中山3）第5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

816 ルーチェソラーレ 牝3芦 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 476－ 21：13．3 9．9�
23 ブ チ ャ コ 牝3青鹿54 石橋 脩西村 和夫氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム 502－ 21：13．83 20．9�
48 サンメイコン 牝3黒鹿54 松岡 正海 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 有限会社

ケイズ 452± 01：13．9� 5．2�
510 ミ テ ル テ 牝3鹿 54 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 日高 モリナガファーム 456＋ 41：14．11� 59．5�
47 チビノオリヴィア 牝3青鹿54 北村 宏司梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 454－ 21：14．2クビ 1．4�
11 トラストロン 牝3黒鹿54 田中 勝春菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 434－ 41：14．41� 11．0	
35 リネンオーカン 牝3黒鹿54 内田 博幸戸山 光男氏 武市 康男 日高 前川 義則 486－ 21：14．82� 116．8

713 アースグロウ 牝3鹿 54 吉田 隼人林 正道氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 426± 01：14．9� 144．8�
24 マコトエギエネス 牝3栗 54 田辺 裕信�ディアマント 岩戸 孝樹 浦河 小林 仁 446－161：15．0クビ 34．6�
12 ディーズパーチェス 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B418＋ 41：15．32 409．1
36 ヴィヴァマリアンヌ 牝3栗 54

52 △武藤 雅井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 454± 01：15．4� 61．4�
59 ミキノティンパニー 牝3栗 54 菅原 隆一谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 442＋ 41：15．71� 344．2�
714 ディーズエフォート 牝3栗 54 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 浜本牧場 444－ 61：16．23 53．2�
611 ラ プ チ ュ ア 牝3栗 54 嘉藤 貴行グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 アサヒ牧場 440 ―1：16．41� 234．9�
612 フォルテドンナ 牝3栗 54 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 440－161：16．71� 49．7�
815 クイーンディアス 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也加藤 義久氏 黒岩 陽一 新ひだか カタオカフアーム 416± 01：17．87 230．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，319，800円 複勝： 114，026，700円 枠連： 14，244，900円
馬連： 50，380，800円 馬単： 34，276，000円 ワイド： 36，528，000円
3連複： 74，649，300円 3連単： 122，449，500円 計： 469，875，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 740円 � 970円 � 420円 枠 連（2－8） 4，420円

馬 連 �� 6，790円 馬 単 �� 15，080円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 640円 �� 950円

3 連 複 ��� 9，710円 3 連 単 ��� 70，560円

票 数

単勝票数 計 233198 的中 � 18826（3番人気）
複勝票数 計1140267 的中 � 39693（4番人気）� 29664（5番人気）� 76746（2番人気）
枠連票数 計 142449 的中 （2－8） 2496（10番人気）
馬連票数 計 503808 的中 �� 5747（14番人気）
馬単票数 計 342760 的中 �� 1704（28番人気）
ワイド票数 計 365280 的中 �� 6707（13番人気）�� 15128（6番人気）�� 9852（7番人気）
3連複票数 計 746493 的中 ��� 5760（29番人気）
3連単票数 計1224495 的中 ��� 1258（142番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―12．6―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．3―47．9―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．0
3 16（1，3）（8，14）（2，7，11）（9，13）10（5，6，4，15）12 4 16（3，8）－（1，14）7（2，10，11，13）（9，4）（5，6）－12－15

勝馬の
紹 介

ルーチェソラーレ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2017．11．11 東京3着

2015．4．29生 牝3芦 母 サウスティーダ 母母 キョウエイコロナ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クイーンディアス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月7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。
（非当選馬） 1頭 シエルクレール号

09050 4月7日 曇 良 （30中山3）第5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

22 カ ガ ス タ ー 牡3鹿 56 戸崎 圭太香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 440± 01：56．9 1．6�
69 メモリーブレッド 牡3鹿 56 吉田 隼人保坂 和孝氏 小笠 倫弘 新ひだか 坂本牧場 B504± 01：57．53� 35．0�
814 トミケンゲヌーク �3青 56 田辺 裕信冨樫 賢二氏 田中 清隆 新ひだか 乾 皆雄 448－ 2 〃 アタマ 7．8�
712 ゴールデンライラ 牝3栗 54 石橋 脩 H.F Association 高橋 文雅 新ひだか 増本牧場 464－ 41：57．81� 74．9�
46 フランクオーシャン 牡3鹿 56 武士沢友治�パニオロ 水野 貴広 新冠 上井農場 B450± 0 〃 クビ 381．7�
57 モンサンクリック 牡3鹿 56 大野 拓弥山下 新一氏 尾形 和幸 様似 猿倉牧場 488 ―1：58．0� 21．2	
58 キタノテイオウ 牡3黒鹿56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 458－101：58．21� 30．8

11 イマジンピース 牡3鹿 56 黛 弘人薪浦 亨氏 和田 雄二 新ひだか 木下牧場 460± 0 〃 アタマ 450．7�
711 ターキッシュバン 牝3鹿 54

52 △武藤 雅岡田 牧雄氏 田島 俊明 新ひだか 折手牧場 430± 01：58．41� 127．2�
34 ジ ッ ピ ー 牡3栗 56 三浦 皇成前田 幸治氏 栗田 徹 日高 戸川牧場 B472－ 81：58．71� 5．2
610 ラ ズ ワ ル ド 牡3黒鹿56 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 青森 石田 英機 470± 0 〃 クビ 30．8�
33 マイネルジュニパー 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 日高 木村牧場 472－ 61：59．12� 117．0�
45 フレンドリーム 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 日の出牧場 486 ―1：59．2クビ 181．6�
813 イクヨロブロイ 牡3黒鹿56 田中 勝春太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 478－ 2 （競走中止） 7．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，002，100円 複勝： 92，984，100円 枠連： 15，963，100円
馬連： 48，312，200円 馬単： 33，856，100円 ワイド： 30，857，200円
3連複： 67，030，000円 3連単： 111，416，300円 計： 424，421，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 330円 � 190円 枠 連（2－6） 830円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 600円 �� 270円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 9，790円

票 数

単勝票数 計 240021 的中 � 117656（1番人気）
複勝票数 計 929841 的中 � 698707（1番人気）� 18187（6番人気）� 39714（4番人気）
枠連票数 計 159631 的中 （2－6） 14875（3番人気）
馬連票数 計 483122 的中 �� 22276（6番人気）
馬単票数 計 338561 的中 �� 11852（9番人気）
ワイド票数 計 308572 的中 �� 12632（7番人気）�� 34299（3番人気）�� 5325（13番人気）
3連複票数 計 670300 的中 ��� 20640（7番人気）
3連単票数 計1114163 的中 ��� 8244（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．7―50．1―1：02．8―1：16．1―1：29．7―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．1―3F40．8
1
3
11，14，4（2，10）8－（6，12）－13－7（3，9）1＝5
11（14，4，12）2－（8，10，13）（6，9）－7－1－3，5

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

勝馬の
紹 介

カ ガ ス タ ー �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2017．7．1 福島3着

2015．5．6生 牡3鹿 母 ス イ リ ン カ 母母 フリーバード 13戦1勝 賞金 18，700，000円
〔競走中止〕 イクヨロブロイ号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 イクヨロブロイ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。

第３回 中山競馬 第５日



09051 4月7日 曇 良 （30中山3）第5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

24 ラプターゲイル 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新ひだか 中田 英樹 B422－101：13．7 40．2�
510 エ ル フ ィ 牝3鹿 54 吉田 隼人本間 充氏 宗像 義忠 日高 本間牧場 440＋ 41：13．8� 18．0�
713 バットオールソー 牡3栗 56 田辺 裕信久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 4 〃 クビ 2．3�
23 ル リ エ フ 牝3芦 54

52 △武藤 雅�菅井牧場 竹内 正洋 浦河 木戸口牧場 464－ 61：14．22� 18．8�
815 フジサンデルタ 牡3黒鹿56 三浦 皇成藤田 秀行氏 武市 康男 浦河 大道牧場 488－ 21：14．3� 30．1�
11 トップフィリア 牡3黒鹿 56

55 ☆井上 敏樹金山 克己氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 460＋ 21：14．61� 7．4	
47 フ チ コ マ 牡3栗 56

55 ☆木幡 初也ディアレストクラブ
 水野 貴広 浦河 小島牧場 500－ 2 〃 アタマ 38．5�
612 セイユウガッツ 牡3栗 56 松山 弘平松岡 正二氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 B462－ 41：15．13 143．0�
35 セイウングラッパ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也西山 茂行氏 伊藤 圭三 日高 長谷川 一男 B444－ 21：15．2� 306．1
611 ア テ ナ リ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行林 弘之氏 田島 俊明 浦河 鎌田 正嗣 464－ 21：15．73 8．0�
48 タマモビックリ 牡3栗 56 黛 弘人タマモ
 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B500＋ 61：15．91� 210．5�
816 ラヴィーズロマーン 牡3黒鹿56 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 452＋ 21：16．0� 4．5�
59 グローリアスダイナ 牝3鹿 54 江田 照男日下部勝德氏 小野 次郎 新ひだか 木田 晶範 486＋ 21：16．1� 154．5�
12 サウストラベラー 牡3栗 56 松岡 正海 �コスモヴューファーム 伊藤 伸一 日高 浦新 徳司 468－ 2 〃 クビ 19．3�
714 オンベンデッドニー 牡3黒鹿56 武士沢友治藤本 幸雄氏 南田美知雄 日高 藤本 直弘 B462－ 61：16．31� 98．6�
36 セクシイストリー 牝3鹿 54 北村 宏司平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 480－101：16．5� 14．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，997，000円 複勝： 36，303，000円 枠連： 14，265，000円
馬連： 55，827，800円 馬単： 26，777，900円 ワイド： 35，987，100円
3連複： 71，100，700円 3連単： 90，800，000円 計： 355，058，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，020円 複 勝 � 780円 � 400円 � 130円 枠 連（2－5） 7，610円

馬 連 �� 23，690円 馬 単 �� 45，430円

ワ イ ド �� 5，170円 �� 1，160円 �� 740円

3 連 複 ��� 11，430円 3 連 単 ��� 154，160円

票 数

単勝票数 計 239970 的中 � 4770（11番人気）
複勝票数 計 363030 的中 � 8645（10番人気）� 18870（6番人気）� 108436（1番人気）
枠連票数 計 142650 的中 （2－5） 1452（22番人気）
馬連票数 計 558278 的中 �� 1826（48番人気）
馬単票数 計 267779 的中 �� 442（95番人気）
ワイド票数 計 359871 的中 �� 1709（49番人気）�� 8028（12番人気）�� 12983（5番人気）
3連複票数 計 711007 的中 ��� 4664（35番人気）
3連単票数 計 908000 的中 ��� 427（392番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―12．0―12．3―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．5―47．8―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラプターゲイル �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2017．9．3 新潟8着

2015．5．16生 牝3黒鹿 母 メジロレーマー 母母 メジロリべーラ 7戦1勝 賞金 7，050，000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 マントラ号

09052 4月7日 曇 良 （30中山3）第5日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時40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

811 シ ー ホ ー ス 牝3栗 54 松岡 正海草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 426－ 41：56．3 36．3�
79 ブラックイメル 牝3黒鹿54 松山 弘平杉澤 真吾氏 小野 次郎 新ひだか 木田牧場 470± 01：56．72� 5．8�
11 パ チ ュ リ ー 牝3鹿 54 戸崎 圭太�レッドマジック金成 貴史 新ひだか 三木田牧場 442± 01：57．33� 6．4�
33 ジェイケイバスター 牝3鹿 54 三浦 皇成小谷野次郎氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 446－ 21：57．4� 8．8�
22 バスクインザサン 牝3青 54 池添 謙一�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 516－ 4 〃 クビ 3．3�
66 ジェイエルノブレス 牝3鹿 54

52 △武藤 雅橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 444－ 21：57．5� 25．6	
78 ブルベアクワイ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458－ 21：57．81� 23．4

55 イディナローク 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 千津氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 450－ 4 〃 クビ 2．9�
67 イ ー リ ス 牝3栗 54 大野 拓弥�谷岡牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 478 ―1：58．01� 19．8
44 ゲットザピクチャー 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也�高橋ファーム 伊藤 伸一 新ひだか 前田牧場 414± 01：59．8大差 158．1�
810 ステラブリッラーレ 牝3鹿 54 江田 照男ホースアディクト田中 清隆 新ひだか 上村 清志 434± 02：00．97 337．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，935，200円 複勝： 33，651，700円 枠連： 9，900，100円
馬連： 45，844，200円 馬単： 24，143，500円 ワイド： 27，050，300円
3連複： 52，943，000円 3連単： 85，749，700円 計： 304，217，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，630円 複 勝 � 860円 � 230円 � 230円 枠 連（7－8） 4，840円

馬 連 �� 9，670円 馬 単 �� 25，110円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 3，250円 �� 840円

3 連 複 ��� 21，680円 3 連 単 ��� 172，210円

票 数

単勝票数 計 249352 的中 � 5482（9番人気）
複勝票数 計 336517 的中 � 8225（9番人気）� 41899（5番人気）� 42921（3番人気）
枠連票数 計 99001 的中 （7－8） 1585（16番人気）
馬連票数 計 458442 的中 �� 3671（28番人気）
馬単票数 計 241435 的中 �� 721（57番人気）
ワイド票数 計 270503 的中 �� 2185（28番人気）�� 2096（30番人気）�� 8647（10番人気）
3連複票数 計 529430 的中 ��� 1831（52番人気）
3連単票数 計 857497 的中 ��� 361（340番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．4―38．5―51．8―1：04．4―1：17．1―1：30．0―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―3F39．2
1
3
2（11，9）1（4，6）3（5，10）（7，8）・（2，9）－11（1，6）3（5，8）4，7＝10

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

勝馬の
紹 介

シ ー ホ ー ス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．2．13 小倉14着

2015．4．4生 牝3栗 母 フレンチドール 母母 ワルツダンサー 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※ブルベアクワイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09053 4月7日 曇 良 （30中山3）第5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 モンテグロッソ 牡3青鹿56 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 508－ 62：02．4 2．3�

816 ゴールドパッキャオ 牡3栗 56 内田 博幸増田 和啓氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 464＋ 22：02．5� 16．7�
59 キ ル ロ ー ド 牡3鹿 56 戸崎 圭太エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 494－ 62：03．03 3．1�
24 ブリリアントリリー 牝3鹿 54

52 △武藤 雅 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B460－ 4 〃 ハナ 16．2�

714 インペリオーソ 牝3青鹿54 国分 恭介吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 B460－ 2 〃 クビ 239．5�
817 インプレスシチー 牡3青 56 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 オリオンファーム 454± 02：03．1� 23．3	
713 コウセイゲキソウ 牡3青鹿56 浜中 俊杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 村本牧場 482－ 42：03．2� 13．3

11 ベ リ ー タ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 62：03．41 59．4�
48 ジ ョ ウ ト ウ 牡3栗 56 黛 弘人小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 築紫 洋 470± 02：03．61� 293．7�
12 ナ タ ー シ ャ 牝3青鹿54 岩部 純二ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464－ 2 〃 アタマ 333．0�
23 マイネルビーラヴド 牡3栗 56 嘉藤 貴行 �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 B468＋ 42：03．81� 310．8�
36 ハ イ タ イ ド 牡3鹿 56 大野 拓弥 �カナヤマホール

ディングス 栗田 徹 日高 高柳 隆男 462－ 22：04．01� 59．2�
612 エンジェルリード 牝3鹿 54 柴田 善臣広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 446－ 62：04．21 48．2�
818 グッドトゥヒアー 牝3鹿 54 三浦 皇成岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 山際 智 406± 0 〃 クビ 84．9�
611 クラウンジャミール 牡3栗 56 武士沢友治矢野まり子氏 天間 昭一 浦河 中島牧場 444± 02：04．3� 189．4�
47 セ ル ゲ イ 牡3芦 56 田辺 裕信窪田 芳郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 490－ 42：04．61� 6．7�
715 モントルイユ 牡3栗 56 石橋 脩 キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 クビ 26．4�
510 テイエムフリーオー 牡3青鹿 56

53 ▲木幡 育也竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 中地 義次 B480＋ 42：06．5大差 425．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，393，200円 複勝： 37，268，800円 枠連： 16，792，400円
馬連： 55，569，600円 馬単： 25，846，400円 ワイド： 36，302，500円
3連複： 72，036，600円 3連単： 87，471，000円 計： 358，680，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 240円 � 130円 枠 連（3－8） 970円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 650円 �� 190円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 10，920円

票 数

単勝票数 計 273932 的中 � 92106（1番人気）
複勝票数 計 372688 的中 � 97383（1番人気）� 26748（5番人気）� 80531（2番人気）
枠連票数 計 167924 的中 （3－8） 13299（4番人気）
馬連票数 計 555696 的中 �� 21065（6番人気）
馬単票数 計 258464 的中 �� 6537（9番人気）
ワイド票数 計 363025 的中 �� 12379（6番人気）�� 60039（1番人気）�� 11670（9番人気）
3連複票数 計 720366 的中 ��� 31105（3番人気）
3連単票数 計 874710 的中 ��� 5804（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．0―36．3―49．0―1：02．3―1：14．5―1：26．5―1：38．5―1：50．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．9
1
3

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

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

モンテグロッソ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 Singspiel デビュー 2017．12．24 中山5着

2015．3．13生 牡3青鹿 母 ア ド ニ ー タ 母母 Anna Palariva 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔制裁〕 ブリリアントリリー号の騎手武藤雅は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）
〔その他〕 インプレスシチー号は，競走中終始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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サンクエトワール号・ハンゲキノノロシ号
（非抽選馬） 2頭 ウインフォルティス号・サイン号

09054 4月7日 曇 良 （30中山3）第5日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

33 フラベリフォーム 牡3鹿 56 田中 勝春水上 行雄氏 萩原 清 浦河 笠松牧場 454－ 41：57．8 2．3�
68 コハクノユメ 牡3鹿 56 吉田 隼人橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 大道牧場 506－ 81：58．22� 4．3�
812 マイネルミシシッピ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 494－ 21：58．3� 4．6�
11 シゲルジャンボイモ 牡3芦 56

54 △武藤 雅森中 蕃氏 武藤 善則 様似 猿倉牧場 B494± 01：58．83 10．4�
55 モリトディライト 牡3栗 56 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 木村牧場 512－ 61：59．11� 38．9�
56 フラッシュテソーロ 牡3黒鹿56 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 470－121：59．84 21．7	
79 プリズムレイン 牡3鹿 56 北村 宏司堀口 晴男氏 新開 幸一 日高 日西牧場 460－122：00．22� 22．8

710 エイカイオリンピア 牡3鹿 56 三浦 皇成二木 英德氏 高柳 瑞樹 洞�湖 レイクヴィラファーム 532－ 42：00．41� 7．5�
811 ハンゲキノノロシ 牡3鹿 56 黛 弘人福田 光博氏 和田 雄二 むかわ ヤマイチ牧場 450－ 22：00．71� 378．9�
22 ペイシャデザイヤー 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 土田 扶美子 472＋ 82：01．33� 127．6
67 ヒロノブシドウ 牡3黒鹿56 江田 照男小野 博郷氏 牧 光二 新冠 長浜牧場 502 ―2：02．36 80．4�
44 アナザーサイレンス 牡3鹿 56 松山 弘平岡田 壮史氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B470－ 62：03．89 97．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，987，000円 複勝： 38，994，400円 枠連： 12，882，600円
馬連： 57，152，800円 馬単： 30，354，000円 ワイド： 33，242，500円
3連複： 67，462，100円 3連単： 104，339，000円 計： 374，414，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 150円 � 140円 枠 連（3－6） 620円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 260円 �� 240円 �� 350円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 2，830円

票 数

単勝票数 計 299870 的中 � 102046（1番人気）
複勝票数 計 389944 的中 � 115164（1番人気）� 55151（3番人気）� 66442（2番人気）
枠連票数 計 128826 的中 （3－6） 15996（2番人気）
馬連票数 計 571528 的中 �� 68368（2番人気）
馬単票数 計 303540 的中 �� 25019（2番人気）
ワイド票数 計 332425 的中 �� 33711（2番人気）�� 37899（1番人気）�� 21864（4番人気）
3連複票数 計 674621 的中 ��� 63278（1番人気）
3連単票数 計1043390 的中 ��� 26722（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―38．0―51．8―1：05．4―1：19．3―1：32．6―1：45．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F38．5
1
3
・（7，4）3，1，12，9（2，10）（8，11）5－6・（7，4，3）（1，9，12）（8，10）2（5，11）6

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

勝馬の
紹 介

フラベリフォーム �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．3．18 中山2着

2015．4．7生 牡3鹿 母 モエレヒストリー 母母 ユーザーヒストリー 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アナザーサイレンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月7日まで平地

競走に出走できない。
※ハンゲキノノロシ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09055 4月7日 曇 良 （30中山3）第5日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時35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

35 リードザウインド 牝3青鹿54 三浦 皇成吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 464＋ 21：13．0 3．5�
11 ノボベイビー 牡3栗 56

55 ☆木幡 初也�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 474－ 2 〃 クビ 39．2�
12 ハーモニーライズ 牡3黒鹿56 浜中 俊日下部勝德氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 488＋ 21：13．1� 21．3�
23 クリノロマン 牝3芦 54 江田 照男栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 452－ 21：13．2クビ 63．0�
816 エナジーピエトラ 牝3栗 54 戸崎 圭太 �キャピタル・システム 松下 武士 浦河 宮内牧場 446＋ 81：13．41� 3．7�
24 スーパーアキラ 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 502－ 21：13．5� 5．1	
59 グ ラ ス レ オ 牡3黒鹿56 田辺 裕信半沢
 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 21：14．03 4．7�
510 マリノディアナ 牝3青鹿 54

52 △武藤 雅和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 426－ 21：14．21� 38．5�
713 エレスチャル 牝3鹿 54 池添 謙一ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 424－12 〃 クビ 53．3
48 キモンプリンス 牡3芦 56 大野 拓弥小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 464＋ 21：14．41� 18．3�
714 ト ッ カ ー タ 牡3黒鹿56 柴田 大知門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 462± 01：14．72 27．0�
815 ブラウローゼット 牡3青鹿56 松山 弘平 
コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新ひだか 加野牧場 B480－ 41：14．91� 24．1�
47 ト ラ ン プ 牡3鹿 56 柴田 善臣大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 ハクツ牧場 434－ 61：15．0クビ 124．8�
611� ゴールデンビコー 牝3鹿 54 武士沢友治村山 忠弘氏 立花 伸 日高 鹿戸 正幸 434－ 6 〃 クビ 297．1�

（大井）

36 ニシノコデマリ 牝3鹿 54 田中 勝春西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 410－ 61：15．2� 64．0�
612 トキノメガミ 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹時田 勝弘氏 小桧山 悟 浦河 中山牧場 450± 01：15．41 402．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，690，600円 複勝： 47，364，700円 枠連： 18，371，200円
馬連： 82，744，400円 馬単： 36，638，300円 ワイド： 47，655，500円
3連複： 100，009，300円 3連単： 128，295，600円 計： 494，769，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 1，020円 � 360円 枠 連（1－3） 1，750円

馬 連 �� 8，200円 馬 単 �� 11，860円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 780円 �� 7，320円

3 連 複 ��� 28，680円 3 連 単 ��� 132，870円

票 数

単勝票数 計 336906 的中 � 76825（1番人気）
複勝票数 計 473647 的中 � 116908（1番人気）� 8956（10番人気）� 29513（6番人気）
枠連票数 計 183712 的中 （1－3） 8108（7番人気）
馬連票数 計 827444 的中 �� 7813（26番人気）
馬単票数 計 366383 的中 �� 2316（37番人気）
ワイド票数 計 476555 的中 �� 6460（19番人気）�� 16525（7番人気）�� 1610（53番人気）
3連複票数 計1000093 的中 ��� 2615（78番人気）
3連単票数 計1282956 的中 ��� 700（366番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．4―12．2―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．8―48．0―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リードザウインド �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2017．9．24 中山2着

2015．3．23生 牝3青鹿 母 ストームティグレス 母母 アンファンテ 5戦2勝 賞金 19，900，000円
〔制裁〕 クリノロマン号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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 アルマユディト号・ウメタロウ号・コウギョウブライト号・セパヌイール号・ノボマハロ号・マインキング号

09056 4月7日 曇 良 （30中山3）第5日 第8競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走14時05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
2：28．8
2：28．6

重
不良

68 スターフラッシュ 牡4栗 57 吉田 隼人中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 B468－ 22：38．0 2．4�
45 ジェイケイライジン 牡4栗 57 三浦 皇成小谷野次郎氏 柴田 政人 浦河 富塚ファーム 474＋ 22：38．42� 22．1�
711 イージーマネー 牡4芦 57 大野 拓弥丸山 担氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 486－ 42：38．82� 30．6�
44 オペラハット 牡7鹿 57

55 △武藤 雅小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 472－14 〃 ハナ 22．3�
812	 フレンドミラクル 牡5栗 57 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 462－ 6 〃 クビ 14．4�
813 グラスアクト 牡5鹿 57 嘉藤 貴行半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 444－ 42：39．01
 52．7	
57 フォースリッチ 牡5黒鹿57 田中 勝春宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：39．1� 18．2

22 ポルトボナール 牡6黒鹿 57

56 ☆木幡 初也後藤 英成氏 青木 孝文 森 笹川大晃牧場 488－ 22：39．42 53．2�
33 マイティーゴールド 牡5栗 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 556＋ 62：42．0大差 5．5�
710 グランドバローズ �5鹿 57 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 476＋ 4 〃 ハナ 5．6
56 	 タイセイヴィクター �5鹿 57 柴田 大知田中 成奉氏 林 徹 安平 追分ファーム 508＋ 4 〃 ハナ 13．4�
69 セ ラ フ ァ ン 牝4鹿 55

54 ☆井上 敏樹小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 494＋ 62：43．17 8．3�
11 	 カクタスバンガー 牡4青鹿57 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 新ひだか 服部 牧場 B450－ 32：44．8大差 122．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 26，021，100円 複勝： 38，309，900円 枠連： 17，908，500円
馬連： 70，409，000円 馬単： 32，253，300円 ワイド： 40，007，000円
3連複： 87，156，200円 3連単： 114，532，100円 計： 426，597，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 610円 � 590円 枠 連（4－6） 1，180円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，010円 �� 4，510円

3 連 複 ��� 12，310円 3 連 単 ��� 44，420円

票 数

単勝票数 計 260211 的中 � 85012（1番人気）
複勝票数 計 383099 的中 � 119503（1番人気）� 11856（10番人気）� 12369（9番人気）
枠連票数 計 179085 的中 （4－6） 11665（6番人気）
馬連票数 計 704090 的中 �� 25427（8番人気）
馬単票数 計 322533 的中 �� 7620（10番人気）
ワイド票数 計 400070 的中 �� 13166（7番人気）�� 10366（12番人気）�� 2181（47番人気）
3連複票数 計 871562 的中 ��� 5308（43番人気）
3連単票数 計1145321 的中 ��� 1869（145番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．4―25．4―38．0―50．4―1：03．7―1：17．5―1：31．4―1：44．7―1：57．5―2：11．2―2：24．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スターフラッシュ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．2．12 東京10着

2014．5．26生 牡4栗 母 ファーマペニー 母母 ミスチバスペニー 13戦2勝 賞金 25，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カクタスバンガー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月7日まで平地競

走に出走できない。



09057 4月7日 曇 良 （30中山3）第5日 第9競走 ��1，800�
の じ ま ざ き

野 島 崎 特 別
発走14時35分 （芝・右）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

88 アッフィラート 牝5鹿 55 北村 宏司 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440± 01：47．3 4．6�

22 シ ャ ラ ラ 牝5鹿 55 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 浦河 中島牧場 486－ 21：47．51� 4．2�
77 ヤマニンエルフィン 牝7鹿 55 石橋 脩土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 504± 01：47．6� 9．7�
33 エイシンティンクル 牝5芦 55 戸崎 圭太�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 484－181：47．7� 3．5�
55 ロッテンマイヤー 牝5鹿 55 松山 弘平 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 482± 01：48．01� 3．5	
66 ブレイクマイハート 牝5鹿 55 松岡 正海嶋田 賢氏 国枝 栄 日高 シンコーファーム 446－ 6 〃 ハナ 23．8

89 マ ユ キ 牝7栗 55 武藤 雅稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 496＋ 21：48．42� 82．8�
11 ダイワドレッサー 牝5鹿 55 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466－ 61：48．61� 15．6�
44 カリーニョミノル 牝4鹿 55 池添 謙一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 476－ 21：50．4大差 48．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，889，100円 複勝： 47，617，100円 枠連： 12，774，100円
馬連： 86，420，000円 馬単： 41，212，500円 ワイド： 43，851，600円
3連複： 93，318，700円 3連単： 175，630，400円 計： 539，713，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 150円 � 180円 枠 連（2－8） 1，310円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 420円 �� 580円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 15，220円

票 数

単勝票数 計 388891 的中 � 67098（4番人気）
複勝票数 計 476171 的中 � 71450（4番人気）� 85916（2番人気）� 64405（5番人気）
枠連票数 計 127741 的中 （2－8） 7500（6番人気）
馬連票数 計 864200 的中 �� 49336（7番人気）
馬単票数 計 412125 的中 �� 12295（12番人気）
ワイド票数 計 438516 的中 �� 27224（6番人気）�� 18541（9番人気）�� 26540（7番人気）
3連複票数 計 933187 的中 ��� 24836（12番人気）
3連単票数 計1756304 的中 ��� 8363（64番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―35．1―47．1―59．1―1：11．1―1：23．0―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アッフィラート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Loup Solitaire デビュー 2016．4．30 京都3着

2013．3．28生 牝5鹿 母 レディオブヴェニス 母母 Lacewings 12戦4勝 賞金 42，896，000円

09058 4月7日 曇 良 （30中山3）第5日 第10競走 ��
��2，200�

わんがん

湾岸ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

11 コルコバード 牝5黒鹿55 浜中 俊 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 450－ 62：12．1 3．2�
77 ケンホファヴァルト 牡5鹿 57 戸崎 圭太中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 460－102：12．31� 14．6�
810	 マウントゴールド 牡5鹿 57 三浦 皇成青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 440－12 〃 クビ 9．4�
22 
 リッチーリッチー 牡5栗 57 内田 博幸�ラ・メール 奥村 武 愛 N. Hartery B512± 02：12．4クビ 3．3�
89 フリージングレイン 牡4鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 518－ 42：12．82� 8．1	
66 エスティーム 牡4黒鹿57 大野 拓弥岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 岡本 昌市 512－ 82：12．9� 14．5

78 レイズアスピリット 牡7青 57 池添 謙一 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 478－ 22：13．32� 36．1�
55 ステイパーシスト 牡5黒鹿57 田辺 裕信吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 42：13．4� 5．0�
44 ユニゾンデライト 牡5鹿 57 木幡 初也 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 490－ 42：13．61� 18．2
33 	 ガーニーフラップ 牡5鹿 57 井上 敏樹横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 川越ファーム 480－ 52：15．19 344．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 46，028，600円 複勝： 59，780，800円 枠連： 21，936，200円
馬連： 112，977，400円 馬単： 50，291，100円 ワイド： 56，745，600円
3連複： 135，416，700円 3連単： 214，948，700円 計： 698，125，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 270円 � 290円 枠 連（1－7） 1，800円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 910円 �� 600円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 7，440円 3 連 単 ��� 34，760円

票 数

単勝票数 計 460286 的中 � 113074（1番人気）
複勝票数 計 597808 的中 � 125380（1番人気）� 50238（5番人気）� 46497（6番人気）
枠連票数 計 219362 的中 （1－7） 9425（8番人気）
馬連票数 計1129774 的中 �� 32909（14番人気）
馬単票数 計 502911 的中 �� 8893（20番人気）
ワイド票数 計 567456 的中 �� 15970（14番人気）�� 25142（6番人気）�� 8331（23番人気）
3連複票数 計1354167 的中 ��� 13648（30番人気）
3連単票数 計2149487 的中 ��� 4483（136番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．1―23．6―35．5―47．5―1：00．0―1：12．5―1：24．6―1：36．2―1：48．0―1：59．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コルコバード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．8．23 新潟2着

2013．3．6生 牝5黒鹿 母 エンシェントヒル 母母 アズテックヒル 12戦5勝 賞金 78，874，000円



09059 4月7日 曇 良 （30中山3）第5日 第11競走 ��
��1，600�第36回ニュージーランドトロフィー（ＧⅡ）

発走15時45分 （NHKマイルカップトライアル） （芝・右・外）
牡・牝，3歳；負担重量は，馬齢重量

ベイオブプレンティレーシングクラブ賞・ニュージーランド航空賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 1，106，000円 316，000円 158，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

35 カ ツ ジ 牡3鹿 56 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 478－121：34．2 4．0�

814 ケイアイノーテック 牡3鹿 56 戸崎 圭太亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 456－12 〃 アタマ 3．2�
22 � デルタバローズ 牡3鹿 56 大野 拓弥猪熊 広次氏 堀 宣行 米 John C.

Oxley 502＋ 41：34．3� 23．2�
23 ゴールドギア 牡3黒鹿56 武藤 雅有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 470± 0 〃 ハナ 70．8�
34 アイスフィヨルド 牡3芦 56 北村 宏司佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 442＋ 21：34．51	 17．9�
610 ファストアプローチ 牡3栗 56 田辺 裕信山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 544＋ 6 〃 クビ 9．9	
46 カ シ ア ス 牡3鹿 56 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 478－ 41：34．6
 6．9

712� リョーノテソーロ 牡3鹿 56 吉田 隼人了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Highland
Yard, LLC 514＋ 41：34．81
 7．3�

47 エントシャイデン 牡3芦 56 田中 勝春前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 458－ 61：35．01	 35．1�

11 コスモイグナーツ 牡3青鹿56 柴田 大知 ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 高村牧場 462＋ 21：35．1
 50．3�
611 カイザーメランジェ 牡3鹿 56 黛 弘人友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 458－ 41：35．2� 331．9�
59 イサチルルンルン 牝3鹿 54 国分 恭介小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 434＋ 61：35．3
 149．4�
58 � ラムセスバローズ 牡3栗 56 内田 博幸猪熊 広次氏 木村 哲也 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

488－101：35．4クビ 10．2�
713 ペイシャルアス 牝3栗 54 三浦 皇成北所 直人氏 坂口 正則 浦河 杵臼斉藤牧場 478＋ 41：35．61	 227．0�
815 アンブロジオ 牡3栗 56 石橋 脩 シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 21：35．81	 23．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 130，008，800円 複勝： 181，884，300円 枠連： 76，276，900円
馬連： 460，196，500円 馬単： 156，805，000円 ワイド： 217，260，900円
3連複： 659，428，200円 3連単： 862，539，300円 計： 2，744，399，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 160円 � 500円 枠 連（3－8） 540円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，620円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 6，780円 3 連 単 ��� 27，070円

票 数

単勝票数 計1300088 的中 � 256094（2番人気）
複勝票数 計1818843 的中 � 301232（2番人気）� 346411（1番人気）� 69780（9番人気）
枠連票数 計 762769 的中 （3－8） 108796（1番人気）
馬連票数 計4601965 的中 �� 392768（1番人気）
馬単票数 計1568050 的中 �� 60178（3番人気）
ワイド票数 計2172609 的中 �� 155983（1番人気）�� 32552（23番人気）�� 30220（27番人気）
3連複票数 計6594282 的中 ��� 72898（22番人気）
3連単票数 計8625393 的中 ��� 23095（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．2―47．1―59．1―1：11．2―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

カ ツ ジ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2017．10．21 京都1着

2015．4．27生 牡3鹿 母 メ リ ッ サ 母母 ストーミーラン 4戦2勝 賞金 80，998，000円
〔発走状況〕 エントシャイデン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりカツジ号・ケイアイノーテック号・デルタバローズ号は，NHKマイルカップ（GⅠ）競走に優先出走できる。

09060 4月7日 曇 良 （30中山3）第5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

36 � ライバーバード 牡4芦 57 内田 博幸馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue
Farm, LLC B498－ 21：12．9 2．7�

24 タイガーヴォーグ 牡5鹿 57
55 △武藤 雅千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 504－ 4 〃 ハナ 3．6�

11 トウショウデュエル 牡6栗 57 大野 拓弥トウショウ産業� 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 526－ 2 〃 ハナ 5．0�
611� チリーシルバー 牝4栗 55 浜中 俊吉田 和美氏 萩原 清 米 Glencrest

Farm, LLC 496＋10 〃 ハナ 13．3�
713 フォーティプリンス 牡4栗 57 戸崎 圭太ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 470－ 6 〃 クビ 29．9�
12 � アースコレクション 牡5鹿 57 松山 弘平 �グリーンファーム尾関 知人 米

Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

522＋ 41：13．11	 65．8	
35 
 ウエスタンボルト �5鹿 57 田中 勝春西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 460－ 21：13．2クビ 56．2

59 レアリティバイオ 牡4鹿 57 北村 宏司バイオ� 松山 将樹 日高 中館牧場 494－ 21：13．62� 12．1�
816 キタノユーリン 牝4鹿 55 国分 恭介北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 482－ 61：13．81� 15．1�
47 ロッジポールパイン 牡5青鹿57 三浦 皇成大野 富生氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 512－101：13．9� 71．9
815 カキツバタチグサ �5鹿 57 吉田 隼人芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 B510－ 41：14．11	 11．9�
48 サーヒューストン 牡4栗 57 田辺 裕信窪田 芳郎氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 476－ 21：14．2� 83．2�
714 ケイティクエスト 牡4鹿 57 松岡 正海瀧本 和義氏 蛯名 利弘 新冠 石田牧場 462＋ 41：14．41	 74．8�
23 
 シベリアンマッシブ 牡6黒鹿 57

56 ☆木幡 初也藤田 在子氏 天間 昭一 新ひだか 木田牧場 488＋ 41：14．82� 116．3�
（14頭）

510�
 ツインプラネット �8鹿 57
54 ▲木幡 育也窪田 康志氏 中川 公成 米

Hertrich/McCarthy Livestock
LLC, Fred W. Hertrich III &
John D. Fielding ― （出走取消）

612 カンタベリーマイン �5鹿 57 江田 照男峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 67，677，600円 複勝： 89，617，900円 枠連： 42，725，500円
馬連： 165，952，500円 馬単： 77，045，200円 ワイド： 97，784，700円
3連複： 216，335，800円 3連単： 323，872，600円 計： 1，081，011，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連（2－3） 490円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 220円 �� 280円 �� 350円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 2，160円

票 数

単勝票数 差引計 676776（返還計 590） 的中 � 193684（1番人気）
複勝票数 差引計 896179（返還計 363） 的中 � 261516（1番人気）� 152789（2番人気）� 127482（3番人気）
枠連票数 差引計 427255（返還計 21） 的中 （2－3） 67545（1番人気）
馬連票数 差引計1659525（返還計 2320） 的中 �� 256753（1番人気）
馬単票数 差引計 770452（返還計 979） 的中 �� 75109（1番人気）
ワイド票数 差引計 977847（返還計 1612） 的中 �� 121163（1番人気）�� 87971（2番人気）�� 64986（3番人気）
3連複票数 差引計2163358（返還計 6257） 的中 ��� 242019（1番人気）
3連単票数 差引計3238726（返還計 8364） 的中 ��� 108387（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．1―12．2―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．6―47．8―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ライバーバード �
�
父 The Factor �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2016．11．26 東京7着

2014．4．13生 牡4芦 母 Broadway Lullaby 母母 Rich Find 14戦2勝 賞金 26，800，000円
〔出走取消〕 ツインプラネット号は，疾病〔右前肢挫創〕のため出走取消。

カンタベリーマイン号は，疾病〔左後肢挫創〕のため出走取消。



（30中山3）第5日 4月7日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164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

266，240，000円
10，350，000円
18，620，000円
2，210，000円
31，980，000円
66，602，500円
4，519，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
495，950，100円
817，803，400円
274，040，500円
1，291，787，200円
569，499，300円
703，272，900円
1，696，886，600円
2，422，044，200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 8，271，284，200円

総入場人員 18，473名 （有料入場人員 17，056名）
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