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09049 4月6日 晴 良 （31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

47 フ ラ ン シ ス 牝3栗 54 C．ルメール 田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 474－ 21：12．5 3．7�
24 ノボオリエンス 牝3栗 54 大野 拓弥�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 466＋ 8 〃 クビ 8．6�
11 ファムファタル 牝3鹿 54 田辺 裕信�Shadow 栗田 徹 浦河 絵笛牧場 486＋ 21：12．71� 1．7�
713 エリンアクトレス 牝3栗 54 丹内 祐次田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 大栄牧場 B480± 01：12．9� 53．0�
612 ベリッシモファルコ 牝3栗 54 内田 博幸岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 真歌田中牧場 B454－ 21：13．43 35．5�
36 モリトローテローゼ 牝3栗 54 伴 啓太石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 桑田 正己 B464－ 4 〃 クビ 12．9	
611 スタンニングモガ 牝3青 54 石川裕紀人小村アセットM� 大和田 成 安平 追分ファーム 430＋ 21：13．5� 69．0

48 サパムーカンチャイ 牝3鹿 54 菅原 隆一�ミルファーム 田中 清隆 千歳 社台ファーム 448－ 21：14．03 256．6�
816 ローズドクレア 牝3鹿 54 江田 照男古賀 和夫氏 古賀 史生 新冠 対馬 正 492－ 81：14．1� 80．7
12 サクラクリスタル 牝3青鹿54 横山 典弘�さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 456＋ 2 〃 ハナ 68．8�
815 ニシノドクターヘリ 牝3栗 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 上原 博之 新冠 村上 欽哉 446＋ 2 〃 クビ 11．1�
23 サンアクロン 牝3栗 54 松岡 正海 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 中橋 正 462 ―1：14．63 114．9�
714 オ ル エ ン 牝3鹿 54 岩部 純二松谷 翔太氏 石栗 龍彦 浦河 川越ファーム 438＋ 21：14．7� 323．7�
59 ファーマダイヤ 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅中西 功氏 稲垣 幸雄 日高 木部ファーム 426 ―1：14．8� 168．6�
510 マブシスギル 牝3鹿 54 武士沢友治小田切有一氏 星野 忍 浦河 木村牧場 426－161：15．01� 369．7�
35 ユ メ カ ス ミ 牝3青鹿 54

51 ▲菅原 明良 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 日高 株式会社カ
ネツ牧場 420－121：15．42� 241．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，257，900円 複勝： 83，871，800円 枠連： 12，122，300円
馬連： 52，806，400円 馬単： 32，624，800円 ワイド： 38，887，600円
3連複： 77，768，700円 3連単： 123，733，600円 計： 451，073，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 120円 � 160円 � 110円 枠 連（2－4） 1，660円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 390円 �� 150円 �� 260円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 5，280円

票 数

単勝票数 計 292579 的中 � 62739（2番人気）
複勝票数 計 838718 的中 � 97821（2番人気）� 47788（4番人気）� 544066（1番人気）
枠連票数 計 121223 的中 （2－4） 5632（6番人気）
馬連票数 計 528064 的中 �� 26694（5番人気）
馬単票数 計 326248 的中 �� 10031（7番人気）
ワイド票数 計 388876 的中 �� 20500（6番人気）�� 80665（1番人気）�� 34587（2番人気）
3連複票数 計 777687 的中 ��� 109831（1番人気）
3連単票数 計1237336 的中 ��� 16977（12番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．5―12．3―12．5―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．1―46．4―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ラ ン シ ス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2018．8．5 新潟17着

2016．4．9生 牝3栗 母 ハ イ マ ー ク 母母 トーワマドンナ 6戦1勝 賞金 10，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 オルエン号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月6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 ジェイエルフラッグ号

09050 4月6日 晴 良 （31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

710 コングールテソーロ 牡3鹿 56 三浦 皇成了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 高橋フアーム 476＋ 21：57．3 1．7�

11 シ ン ラ イ 牡3芦 56 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 470± 01：57．51� 8．7�
79 ファンタスティック 牡3栗 56 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム B466－ 41：57．92� 8．4�
22 ホワイトストーム 牡3芦 56 菅原 隆一西村 專次氏 小野 次郎 浦河 グラストレーニ

ングセンター 460＋ 21：58．43 4．8�
812 ソルダートダズル 牡3青鹿56 丹内 祐次ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 B480－ 41：58．5クビ 162．9�
55 フィールオーケー 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム B480－ 61：58．71� 33．9	
33 タッカーブルー 牡3青鹿56 石川裕紀人小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 厚真 大川牧場 496－ 81：59．12� 149．3

67 ヴェンセールシチー 牡3芦 56

54 △野中悠太郎 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 438＋ 22：00．27 20．8�
68 キングアゲン 牡3黒鹿56 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 508＋ 42：00．41 8．7�
44 ビュレットベリー 牡3青鹿56 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 槇本牧場 482± 02：00．82� 93．0
56 マ ビ ヨ ン 牡3鹿 56 江田 照男髙嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 462－ 42：01．01� 101．1�
811 ラストリンクス 牡3栗 56 畑端 省吾池袋レーシング 吉田 直弘 新冠 ムラカミファーム 518＋222：01．21 33．0�
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売 得 金
単勝： 20，852，600円 複勝： 33，772，600円 枠連： 9，934，300円
馬連： 38，253，100円 馬単： 22，306，100円 ワイド： 25，792，700円
3連複： 51，260，100円 3連単： 79，941，100円 計： 282，112，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 170円 � 160円 枠 連（1－7） 620円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 290円 �� 270円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 4，170円

票 数

単勝票数 計 208526 的中 � 92908（1番人気）
複勝票数 計 337726 的中 � 140036（1番人気）� 33439（5番人気）� 39797（3番人気）
枠連票数 計 99343 的中 （1－7） 12334（3番人気）
馬連票数 計 382531 的中 �� 37948（4番人気）
馬単票数 計 223061 的中 �� 15794（3番人気）
ワイド票数 計 257927 的中 �� 23579（3番人気）�� 25647（2番人気）�� 9717（8番人気）
3連複票数 計 512601 的中 ��� 30608（5番人気）
3連単票数 計 799411 的中 ��� 13867（10番人気）

ハロンタイム 12．9―12．7―13．9―13．8―12．7―12．7―12．8―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．6―39．5―53．3―1：06．0―1：18．7―1：31．5―1：44．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コングールテソーロ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 フォーティナイナーズサン デビュー 2019．1．6 京都5着

2016．4．13生 牡3鹿 母 シンコームーン 母母 シンコールビー 3戦1勝 賞金 7，600，000円
〔3走成績による出走制限〕 マビヨン号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月6日まで平地競走に出走できない。

第３回 中山競馬 第５日



09051 4月6日 晴 良 （31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

713 アールランペイジ 牡3鹿 56 戸崎 圭太前原 敏行氏 伊藤 大士 平取 北島牧場 496＋ 21：12．5 1．3�
815 チェリーマドンナ 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 新冠 飛渡牧場 436－ 21：12．92� 49．3�
714 シゲルホタルイシ 牡3栗 56 内田 博幸森中 蕃氏 水野 貴広 浦河 中村 雅明 B478－ 41：13．0� 7．7�
47 スリーヴリーグ 牡3栗 56

55 ☆武藤 雅�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム B510－ 41：13．1� 14．3�
24 ハンターテソーロ 牡3芦 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前田ファーム 472 ―1：13．63 19．4�
23 オールドロマン 牝3芦 54 田辺 裕信	リーヴァ 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 442＋ 4 〃 ハナ 117．7

35 シ ュ ン ラ ン 牝3黒鹿54 吉田 豊中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 448＋ 4 〃 アタマ 25．2�
816 パラダイスキャット 牝3黒鹿54 武士沢友治石瀬 浩三氏 石栗 龍彦 新冠 大栄牧場 428－ 81：13．91� 251．2�
612 アイムソーグレイト 牡3栗 56 松岡 正海平井 裕氏 藤原 辰雄 浦河 岡部牧場 468 ― 〃 クビ 14．0
36 フクノナルボンヌ 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社
ケイズ 484－ 41：14．11	 264．5�

12 
 タイガーキット 牡3栗 56 江田 照男�須野牧場 和田正一郎 米 Budget
Stable 486＋ 61：14．31� 23．0�

59 シゲルスタールビー 牝3鹿 54 丹内 祐次森中 蕃氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 524－ 21：14．4クビ 45．4�
48 ダズリングビーチ 牝3黒鹿54 伴 啓太 	社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム B460－12 〃 ハナ 87．0�
510 ゴールドヒューズ �3鹿 56 的場 勇人藤田 孟司氏 的場 均 新冠 川上牧場 490－ 21：15．25 112．3�
11 アーチンガイ 牡3鹿 56 黛 弘人泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 B478＋ 61：15．94 101．8�
611 チャコリーナ 牝3青鹿54 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 478＋ 6 （競走中止） 90．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，605，600円 複勝： 128，360，000円 枠連： 14，246，400円
馬連： 49，453，100円 馬単： 35，646，500円 ワイド： 40，845，700円
3連複： 73，267，000円 3連単： 125，718，700円 計： 500，143，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 450円 � 150円 枠 連（7－8） 1，930円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 810円 �� 200円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 12，440円

票 数

単勝票数 計 326056 的中 � 194604（1番人気）
複勝票数 計1283600 的中 � 1021912（1番人気）� 12815（9番人気）� 67830（2番人気）
枠連票数 計 142464 的中 （7－8） 5718（8番人気）
馬連票数 計 494531 的中 �� 15166（8番人気）
馬単票数 計 356465 的中 �� 7746（11番人気）
ワイド票数 計 408457 的中 �� 11420（9番人気）�� 68135（1番人気）�� 3835（24番人気）
3連複票数 計 732670 的中 ��� 17702（10番人気）
3連単票数 計1257187 的中 ��� 7325（32番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．6―11．9―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．3―46．2―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アールランペイジ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2018．10．21 東京13着

2016．4．30生 牡3鹿 母 カシマフラワー 母母 フラワーブリーズ 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔競走中止〕 チャコリーナ号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため向正面で競走中止。
※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） 2頭 タイムアクシス号・レイナプルーマ号
（非抽選馬） 1頭 セイクリッドキング号

09052 4月6日 晴 良 （31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

47 エフルラージュ 牝3栗 54 C．ルメール�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482＋ 41：56．5 1．7�

713 ブルーコーラル 牝3栗 54 三浦 皇成 �ローレルレーシング 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 432－ 41：56．82 4．7�
35 ニシノアメイズ 牝3鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 松山 将樹 日高 長谷川 一男 496＋ 21：57．65 8．3�
22 ジューンバラード 牝3青鹿54 武士沢友治吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 420＋ 41：57．7� 9．2�
815 ラブインブルーム 牝3青鹿54 石川裕紀人�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 414－ 21：58．44 10．6	
59 フロンサック 牝3鹿 54 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 クビ 214．9

11 ベターハーフ 牝3青鹿54 戸崎 圭太宮城 寛也氏 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 472＋ 61：58．5クビ 19．4�
712 マリノジェノヴァ 牝3黒鹿54 田中 勝春�クラウン 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 442± 01：58．6� 94．3�
610 ビレッジベルベ 牝3栗 54 江田 照男村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 436＋ 41：58．7� 210．7
814 プリマヴェージ 牝3黒鹿54 吉田 豊手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 中田 英樹 504＋ 41：59．23 51．9�
46 アクトオネストリー 牝3黒鹿 54

52 △野中悠太郎 �サンデーレーシング 武井 亮 安平 追分ファーム 460 ―1：59．3クビ 37．6�
58 キタノハピネス 牝3黒鹿54 蛯名 正義北所 直人氏 吉田 直弘 日高 高山牧場 422－ 61：59．72� 200．6�
34 ジャストベリー 牝3栗 54

53 ☆武藤 雅 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 422－ 42：00．97 107．2�
611 マリノオークション 牝3黒鹿54 大野 拓弥矢野まり子氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 484＋ 22：01．0クビ 112．1�
23 ペシュジェイド 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良福原 晃氏 根本 康広 浦河 川越ファーム 442－ 42：04．3大差 384．7�
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売 得 金
単勝： 27，944，700円 複勝： 64，872，200円 枠連： 14，045，400円
馬連： 53，097，900円 馬単： 34，699，800円 ワイド： 39，111，400円
3連複： 68，751，900円 3連単： 118，488，400円 計： 421，011，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（4－7） 260円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 150円 �� 220円 �� 360円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 1，440円

票 数

単勝票数 計 279447 的中 � 128238（1番人気）
複勝票数 計 648722 的中 � 397169（1番人気）� 59324（2番人気）� 54807（3番人気）
枠連票数 計 140454 的中 （4－7） 41315（1番人気）
馬連票数 計 530979 的中 �� 145946（1番人気）
馬単票数 計 346998 的中 �� 61027（1番人気）
ワイド票数 計 391114 的中 �� 78132（1番人気）�� 43622（2番人気）�� 21967（5番人気）
3連複票数 計 687519 的中 ��� 85262（1番人気）
3連単票数 計1184884 的中 ��� 59343（1番人気）

ハロンタイム 12．9―12．3―13．4―13．4―13．1―13．1―12．8―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．2―38．6―52．0―1：05．1―1：18．2―1：31．0―1：43．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．3
1
3
7，11，13（1，5，15）14，10－4，12，9，3（8，2）6
7（11，13）（5，15）1（14，10）9（4，2）8，12－6＝3

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

勝馬の
紹 介

エフルラージュ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2018．10．20 東京12着

2016．3．3生 牝3栗 母 ジャルダンスクレ 母母 Go Classic 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペシュジェイド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月6日まで平地競走

に出走できない。



09053 4月6日 晴 良 （31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

36 ディヴァイン 牡3栗 56 田辺 裕信小泉 修氏 小西 一男 新冠 秋田牧場 496－ 42：00．8 5．0�
48 モンブランテソーロ 牡3鹿 56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 浦河 市川フアーム 476 ― 〃 クビ 4．4�
12 ミケランジェロ 牡3青鹿56 戸崎 圭太梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 462＋142：00．9� 6．1�
11 トランスポーター 牡3芦 56

55 ☆武藤 雅安原 浩司氏 戸田 博文 日高 春木ファーム 472± 02：01．11� 4．9�
35 シゲルグリンダイヤ 牡3鹿 56 蛯名 正義森中 蕃氏 中野 栄治 安平 追分ファーム 478＋ 42：01．2� 5．6�
816 コンステレーション 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 376－ 62：01．4� 69．6	
510 メイショウジザイ 牡3鹿 56 内田 博幸松本 好雄氏 和田 勇介 平取 びらとり牧場 496－ 42：01．61� 102．2

817 ルッキングフライ 牡3黒鹿 56

53 ▲菅原 明良岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 440－10 〃 アタマ 313．1�
612 ハードエイム 牡3栗 56 伴 啓太新井 衛氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 438＋ 22：01．7クビ 63．8�
818 ナ ミ ブ 牡3鹿 56 大野 拓弥ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 448± 02：02．33� 8．3�
59 ゴーアブロード 牡3鹿 56 武士沢友治ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 494－ 2 〃 クビ 219．3�
23 プッシーウィロー 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 藤本ファーム 408－ 22：02．51� 46．7�
47 タイムレスワールド 牡3黒鹿56 江田 照男飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 472 ― 〃 ハナ 25．1�
714 デルマエトワール 牝3芦 54 黛 弘人浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 488－ 22：02．71 293．4�
715 アンクレットハート 牝3青鹿54 伊藤 工真ライオンレースホース� 林 徹 浦河 浦河日成牧場 442 ―2：03．33� 89．1�
24 ヴェリートレビアン 牡3鹿 56 四位 洋文嶋田 賢氏 大和田 成 新冠 大栄牧場 466＋ 22：03．83 144．2�
713 エムティーカイザ 牡3鹿 56 松岡 正海�門別牧場 加藤士津八 新ひだか 木村 秀則 512 ―2：03．9� 36．5�
611 タケショウダイヤ 牝3黒鹿54 石川裕紀人ナイト商事 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 466－ 42：05．07 85．1�
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売 得 金
単勝： 30，300，900円 複勝： 42，209，200円 枠連： 20，109，200円
馬連： 56，294，700円 馬単： 26，197，900円 ワイド： 39，630，000円
3連複： 77，832，000円 3連単： 87，317，100円 計： 379，891，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 180円 � 190円 枠 連（3－4） 760円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 3，950円

ワ イ ド �� 770円 �� 550円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 18，750円

票 数

単勝票数 計 303009 的中 � 47818（3番人気）
複勝票数 計 422092 的中 � 65604（2番人気）� 60410（3番人気）� 55804（4番人気）
枠連票数 計 201092 的中 （3－4） 20328（3番人気）
馬連票数 計 562947 的中 �� 21532（12番人気）
馬単票数 計 261979 的中 �� 4963（23番人気）
ワイド票数 計 396300 的中 �� 13009（12番人気）�� 19094（5番人気）�� 13749（11番人気）
3連複票数 計 778320 的中 ��� 19995（9番人気）
3連単票数 計 873171 的中 ��� 3375（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―35．4―47．4―1：00．0―1：12．1―1：24．1―1：36．2―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．7
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディヴァイン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2018．11．24 東京2着

2016．2．17生 牡3栗 母 マジックポーションⅡ 母母 Russian Ballet 5戦1勝 賞金 7，800，000円
〔3走成績による出走制限〕 デルマエトワール号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月6日まで平地競走に出走で

きない。

09054 4月6日 晴 良 （31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

68 ローリエテソーロ 牡3栗 56
55 ☆武藤 雅了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 浦河 辻 牧場 514－ 61：56．4 7．1�
812 ク ロ ヒ ョ ウ 牡3青鹿56 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 474± 0 〃 クビ 52．7�
56 エストレラブランコ 牡3栗 56 大野 拓弥ディアレストクラブ� 松山 将樹 日高 長谷川牧場 428± 01：56．5� 13．9�
813 トラストシンゲン 牡3栗 56

53 ▲菅原 明良菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 506－ 21：56．6� 7．4�
711 ペイシャジュエル 牡3芦 56

54 △野中悠太郎北所 直人氏 松永 康利 新冠 ラツキー牧場 470± 01：56．92 1．8�
44 キャストロット 牡3鹿 56 三浦 皇成多田 賢司氏 中川 公成 浦河 高昭牧場 506－ 21：57．75 4．2	
69 シ ャ イ ナ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行
野 智博氏 青木 孝文 日高 原田牧場 440± 01：58．23 438．4�
45 ドラゴンエナジー 牡3鹿 56 伴 啓太田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 株式会社カ

ネツ牧場 B458± 01：58．94 26．9�
57 ラウズアップ 牡3黒鹿56 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 日高 株式会社カ

ネツ牧場 414＋ 61：59．0� 353．7
710 ストロングヘヴン 牡3青 56 西村 太一天堀 忠博氏 松永 康利 日高 門別 敏朗 524± 0 〃 ハナ 41．5�
22 テイエムアラタカ 牡3鹿 56 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 454± 01：59．53 334．8�
33 フ ィ ナ ル タ 牝3青鹿54 丹内 祐次石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 小西ファーム 426± 02：00．03 64．4�
11 ギ ニ ー 牡3鹿 56 田中 勝春中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 490－ 42：00．1� 36．9�
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売 得 金
単勝： 29，048，600円 複勝： 41，883，100円 枠連： 12，717，600円
馬連： 53，547，500円 馬単： 30，841，200円 ワイド： 35，977，100円
3連複： 72，377，100円 3連単： 114，604，900円 計： 390，997，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 290円 � 1，220円 � 390円 枠 連（6－8） 2，340円

馬 連 �� 12，180円 馬 単 �� 18，020円

ワ イ ド �� 2，800円 �� 1，070円 �� 5，230円

3 連 複 ��� 43，010円 3 連 単 ��� 251，020円

票 数

単勝票数 計 290486 的中 � 32517（3番人気）
複勝票数 計 418831 的中 � 42211（3番人気）� 7897（9番人気）� 29080（5番人気）
枠連票数 計 127176 的中 （6－8） 4206（9番人気）
馬連票数 計 535475 的中 �� 3406（24番人気）
馬単票数 計 308412 的中 �� 1283（38番人気）
ワイド票数 計 359771 的中 �� 3279（24番人気）�� 8970（11番人気）�� 1731（34番人気）
3連複票数 計 723771 的中 ��� 1262（70番人気）
3連単票数 計1146049 的中 ��� 331（365番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―37．6―51．1―1：04．1―1：16．9―1：29．9―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ローリエテソーロ �
�
父 グランプリボス �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2018．12．2 中山9着

2016．4．2生 牡3栗 母 セルリアンブルー 母母 プレイリークイーン 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔3走成績による出走制限〕 テイエムアラタカ号・ラウズアップ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月6日まで平地

競走に出走できない。



09055 4月6日 晴 良 （31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

11 スマートマルシェ 牝3鹿 54 大野 拓弥大川 徹氏 加藤 征弘 浦河 山口 義彦 478－ 61：12．0 9．6�
24 サニーストーム 牝3青鹿54 C．ルメール 陳 立文氏 加藤 征弘 新ひだか 土田農場 446± 01：12．1� 2．1�
815 ペイシャネガノ 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 深山 雅史 新ひだか 友田牧場 456－ 41：12．42 20．4�
48 プロトイチバンボシ 牡3栗 56 田辺 裕信飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 484± 01：12．71� 94．4�
816 オールミラージュ 牡3栗 56

55 ☆武藤 雅田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 スカイビーチステーブル 454＋ 61：12．8� 170．4�
611 ペイシャリルキス 牡3鹿 56 嘉藤 貴行北所 直人氏 高市 圭二 様似 清水スタッド 480± 0 〃 アタマ 4．6�
713 アイアムハヤスギル 牡3黒鹿56 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 468－ 61：12．9クビ 33．8	
612 パイロジェン 牡3栗 56 内田 博幸ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋ 6 〃 クビ 17．2

35 デ ィ レ ッ ト 牝3鹿 54 三浦 皇成池田 草龍氏 大江原 哲 新ひだか

有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 468－ 61：13．0クビ 42．1�

36 ア ン ビ ル 牡3黒鹿56 松岡 正海�菅井牧場 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 476＋ 4 〃 クビ 137．4
714 アンジェリーブル 牝3栗 54 江田 照男�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 436± 01：13．1クビ 15．5�
59 マイネルバトゥータ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 築紫 洋 490± 01：13．2� 95．8�
510 ワイメアバレイ 牝3栗 54

52 △野中悠太郎 �笹川大晃牧場 金成 貴史 森 笹川大晃牧場 456－121：13．41� 67．4�
47 マ ゼ 牡3栗 56 戸崎 圭太吉井 理人氏 安田 翔伍 浦河 林 孝輝 476＋ 21：13．82� 9．1�
12 イベリスリーフ 牝3栗 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 450＋101：14．65 13．5�
23 ガ ト ン 牡3芦 56 吉田 豊畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 514± 01：15．66 92．1�
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売 得 金
単勝： 48，760，000円 複勝： 68，769，900円 枠連： 24，121，800円
馬連： 89，456，200円 馬単： 47，656，100円 ワイド： 64，792，800円
3連複： 128，057，900円 3連単： 170，438，200円 計： 642，052，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 220円 � 110円 � 410円 枠 連（1－2） 380円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，640円 �� 940円

3 連 複 ��� 6，210円 3 連 単 ��� 39，140円

票 数

単勝票数 計 487600 的中 � 40519（4番人気）
複勝票数 計 687699 的中 � 65470（3番人気）� 243255（1番人気）� 27612（8番人気）
枠連票数 計 241218 的中 （1－2） 48486（1番人気）
馬連票数 計 894562 的中 �� 89094（1番人気）
馬単票数 計 476561 的中 �� 16410（7番人気）
ワイド票数 計 647928 的中 �� 53446（1番人気）�� 5759（31番人気）�� 17043（8番人気）
3連複票数 計1280579 的中 ��� 15450（18番人気）
3連単票数 計1704382 的中 ��� 3157（108番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．6―12．4―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．6―47．0―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートマルシェ �
�
父 ノボジャック �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．1．19 中山2着

2016．3．28生 牝3鹿 母 ランディスティニー 母母 キャロットウイン 3戦2勝 賞金 14，600，000円

09056 4月6日 晴 良 （31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

22 � ディスカバー 牡5鹿 57 戸崎 圭太村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B472＋ 42：36．8 35．2�
67 ロビンズソング 牡4黒鹿57 内田 博幸吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B536－ 62：36．9	 52．1�
11 ファイトアローン 牡4栗 57 黛 弘人�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 550＋ 8 〃 ハナ 7．3�
44 ユ メ ノ サ キ 牡4栗 57 大野 拓弥吉田 千津氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B528－ 82：37．75 6．6�
68 トモジャタイクーン 牡4鹿 57 松岡 正海吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 500－ 62：37．8	 9．5�
56 サミットプッシュ 牡4青鹿57 C．ルメール 	キャロットファーム 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 474± 02：37．9
 2．1

55 ギガバッケン 牡4鹿 57 三浦 皇成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 562＋ 6 〃 アタマ 14．3�
33 スターフラッシュ �5栗 57

56 ☆武藤 雅中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 B464－ 82：38．21
 5．1�
811 ユキノアンビシャス 牡4鹿 57

54 ▲菅原 明良井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 490＋ 62：38．3
 59．0
812 フォースリッチ 牡6黒鹿 57

55 △野中悠太郎宇田 豊氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 486－ 42：38．61
 165．8�
710� マイネルスカイ 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム B478＋102：39．45 72．9�
79 ド ー フ ァ ン 牡4鹿 57 石川裕紀人 	シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム B536－ 42：42．7大差 27．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，176，800円 複勝： 49，751，000円 枠連： 15，626，600円
馬連： 71，572，400円 馬単： 37，387，600円 ワイド： 47，960，300円
3連複： 89，745，600円 3連単： 133，100，700円 計： 482，321，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，520円 複 勝 � 820円 � 1，220円 � 220円 枠 連（2－6） 7，460円

馬 連 �� 36，490円 馬 単 �� 78，320円

ワ イ ド �� 10，120円 �� 3，050円 �� 4，460円

3 連 複 ��� 81，880円 3 連 単 ��� 946，050円

票 数

単勝票数 計 371768 的中 � 8434（8番人気）
複勝票数 計 497510 的中 � 14257（7番人気）� 9303（9番人気）� 73398（3番人気）
枠連票数 計 156266 的中 （2－6） 1622（20番人気）
馬連票数 計 715724 的中 �� 1520（46番人気）
馬単票数 計 373876 的中 �� 358（91番人気）
ワイド票数 計 479603 的中 �� 1212（47番人気）�� 4096（26番人気）�� 2777（35番人気）
3連複票数 計 897456 的中 ��� 822（117番人気）
3連単票数 計1331007 的中 ��� 102（867番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―12．8―12．2―13．5―14．5―13．7―12．8―12．2―12．5―13．4―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．3―38．1―50．3―1：03．8―1：18．3―1：32．0―1：44．8―1：57．0―2：09．5―2：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F52．0―3F39．8
1
�
10＝9（5，12）11，8（4，3）（1，2，6）＝7・（10，7）（5，8）－（4，9，12，6）（11，3）（1，2）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ディスカバー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ジャングルポケット

2014．2．22生 牡5鹿 母 スペシャルポケット 母母 トゥースペシャル 18戦2勝 賞金 20，850，000円
初出走 JRA



09057 4月6日 晴 良 （31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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

811 ゴージャスランチ 牝4黒鹿55 蛯名 正義吉田 千津氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 500－ 81：47．7 4．4�
33 トーホウアイレス 牝5青鹿55 武藤 雅東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 478± 0 〃 ハナ 39．0�
11 シャイントレイル 牝5芦 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 448－ 21：47．91� 14．0�
710 ラ テ ュ ロ ス 牝4鹿 55 C．ルメール �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420－14 〃 クビ 3．1�
68 アストラサンタン 牝4青鹿55 戸崎 圭太丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 454－ 41：48．0� 7．5	
67 オスカールビー 牝4鹿 55 松岡 正海森 保彦氏 矢作 芳人 日高 チャンピオン

ズファーム 490＋ 21：48．1� 9．2

79 ポールヴァンドル 牝5芦 55 内田 博幸 �シルクレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 570＋30 〃 ハナ 73．3�
22 エバーミランダ 牝4鹿 55 大野 拓弥宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 424± 0 〃 アタマ 8．0�
55 アヴィオール 牝4鹿 55 四位 洋文吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 452－ 61：48．31� 6．3
56 ヴェロニカグレース 牝4黒鹿55 石川裕紀人 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：48．72� 19．0�
44 シ ャ ラ ラ 牝6鹿 55 丹内 祐次 Him Rock Racing

ホールディングス� 上原 博之 浦河 中島牧場 496＋ 81：48．8� 80．5�
812 レッドストーリア 牝5鹿 55 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 石坂 公一 日高 下河辺牧場 420－ 61：49．22� 73．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，326，700円 複勝： 58，991，700円 枠連： 20，075，500円
馬連： 95，132，800円 馬単： 38，057，800円 ワイド： 57，791，600円
3連複： 123，026，200円 3連単： 154，267，900円 計： 586，670，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 890円 � 440円 枠 連（3－8） 11，010円

馬 連 �� 10，550円 馬 単 �� 16，150円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 1，050円 �� 4，710円

3 連 複 ��� 29，710円 3 連 単 ��� 153，840円

票 数

単勝票数 計 393267 的中 � 69965（2番人気）
複勝票数 計 589917 的中 � 93533（2番人気）� 14752（9番人気）� 32612（7番人気）
枠連票数 計 200755 的中 （3－8） 1413（21番人気）
馬連票数 計 951328 的中 �� 6988（28番人気）
馬単票数 計 380578 的中 �� 1767（56番人気）
ワイド票数 計 577916 的中 �� 5513（28番人気）�� 14625（16番人気）�� 3091（36番人気）
3連複票数 計1230262 的中 ��� 3105（72番人気）
3連単票数 計1542679 的中 ��� 727（399番人気）

ハロンタイム 12．5―12．2―12．0―12．2―12．2―12．3―11．5―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．7―36．7―48．9―1：01．1―1：13．4―1：24．9―1：36．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴージャスランチ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2017．12．3 中京2着

2015．1．29生 牝4黒鹿 母 シーキングマイラブ 母母 Queen Maud 12戦3勝 賞金 59，346，000円

09058 4月6日 晴 良 （31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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

11 マイネルファンロン 牡4青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 62：12．3 5．2�

44 ア ク ー ト 牡6鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 440＋ 62：12．51 3．7�
88 レッドイグニス �6黒鹿57 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468＋10 〃 クビ 5．9�
77 レノヴァール 牡4鹿 57 四位 洋文 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 520＋ 42：12．6クビ 7．3�
33 ゴールドギア 牡4黒鹿57 三浦 皇成有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 474－ 4 〃 クビ 2．7	
55 フェイズベロシティ 牝6栗 55 松岡 正海池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 456－ 22：13．02	 10．3

22 グランドサッシュ 牡8黒鹿57 石川裕紀人 �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 62：13．1
 57．8�
66 ジュンスパーヒカル �7鹿 57 武藤 雅河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466＋ 82：13．63 58．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 45，522，400円 複勝： 44，171，600円 枠連： 発売なし
馬連： 100，314，600円 馬単： 43，461，600円 ワイド： 50，377，100円
3連複： 102，608，900円 3連単： 206，791，400円 計： 593，247，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 140円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 370円 �� 430円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 8，880円

票 数

単勝票数 計 455224 的中 � 68985（3番人気）
複勝票数 計 441716 的中 � 61485（3番人気）� 95207（2番人気）� 47684（5番人気）
馬連票数 計1003146 的中 �� 81393（3番人気）
馬単票数 計 434616 的中 �� 16576（8番人気）
ワイド票数 計 503771 的中 �� 34869（3番人気）�� 29609（7番人気）�� 32298（5番人気）
3連複票数 計1026089 的中 ��� 46104（7番人気）
3連単票数 計2067914 的中 ��� 16871（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．9―37．4―49．8―1：02．0―1：14．1―1：26．1―1：37．9―1：49．3―2：00．6

コーナー
通過順位

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

2
4
1（8，4）（2，5）6，7－3
1（8，4，3）（2，5，6）7

勝馬の
紹 介

マイネルファンロン 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2017．9．16 中山2着

2015．2．19生 牡4青鹿 母 マイネテレジア 母母 マイネヌーヴェル 15戦4勝 賞金 82，559，000円



09059 4月6日 晴 良 （31中山3）第5日 第11競走
ウオッカ追悼競走

��
��1，600�第37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 1，064，000円 304，000円 152，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

11 ワイドファラオ 牡3栗 56 内田 博幸幅田 昌伸氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 512＋121：34．2 10．8�
23 メイショウショウブ 牝3栗 54 横山 典弘松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 480－ 2 〃 クビ 5．0�
34 ヴィッテルスバッハ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：34．41� 4．9�
611 ア ガ ラ ス 牡3青鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 504－ 41：34．61� 2．4�
46 ショーヒデキラ 牡3鹿 56 野中悠太郎吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 470＋ 21：34．81� 36．7�
815 コスモカレンドゥラ 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 446± 0 〃 クビ 32．8	
47 ココフィーユ 牝3鹿 54 大野 拓弥
Shadow 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 430± 01：34．9クビ 27．6�
22 アフランシール 牝3鹿 54 田辺 裕信前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 2 〃 アタマ 14．0�
712 ミッキーブラック 牡3鹿 56 松岡 正海野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470－ 8 〃 クビ 28．9
713 カ ル リ ー ノ 牡3鹿 56 石川裕紀人 
Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 B498－ 4 〃 アタマ 17．9�
814 グ ラ ナ タ ス 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 468＋ 81：35．0クビ 18．7�
35 ホープフルサイン 牡3黒鹿56 江田 照男 
アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 492－ 2 〃 クビ 38．0�
610 ダイシンインディー 牡3栗 56 武藤 雅大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 528± 01：35．1� 100．3�
58 エリーバラード 牝3黒鹿54 武士沢友治谷川 正純氏 菊沢 隆徳 熊本 本田 土寿 488－ 51：37．3大差 241．5�

（14頭）
59 アンクルテイオウ 牡3鹿 56 四位 洋文塚本 能交氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 474－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 130，693，200円 複勝： 167，660，600円 枠連： 75，468，900円
馬連： 377，561，700円 馬単： 130，210，300円 ワイド： 212，068，300円
3連複： 559，854，900円 3連単： 682，506，500円 計： 2，336，024，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 310円 � 190円 � 190円 枠 連（1－2） 1，990円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 820円 �� 990円 �� 510円

3 連 複 ��� 4，540円 3 連 単 ��� 29，230円

票 数

単勝票数 差引計1306932（返還計 31408） 的中 � 96269（4番人気）
複勝票数 差引計1676606（返還計 52177） 的中 � 121068（4番人気）� 251505（3番人気）� 253021（2番人気）
枠連票数 差引計 754689（返還計 665） 的中 （1－2） 29321（9番人気）
馬連票数 差引計3775617（返還計256893） 的中 �� 112027（8番人気）
馬単票数 差引計1302103（返還計 83862） 的中 �� 17271（20番人気）
ワイド票数 差引計2120683（返還計172976） 的中 �� 65314（6番人気）�� 53111（11番人気）�� 111130（3番人気）
3連複票数 差引計5598549（返還計729407） 的中 ��� 92359（12番人気）
3連単票数 差引計6825065（返還計820878） 的中 ��� 16927（85番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．0―12．3―12．1―11．4―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．9―48．2―1：00．3―1：11．7―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F33．9

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

勝馬の
紹 介

ワイドファラオ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．13 東京2着

2016．4．3生 牡3栗 母 ワイドサファイア 母母 クイーンソネット 4戦2勝 賞金 64，864，000円
〔競走除外〕 アンクルテイオウ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ミッキーブラック号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・14番・15番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりワイドファラオ号・メイショウショウブ号・ヴィッテルスバッハ号は，NHKマイルカップ（GⅠ）競走に優先出
走できる。

09060 4月6日 晴 良 （31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

510 サトノブレイズ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 萩原 清 日高 下河辺牧場 496± 01：12．2 5．1�
48 � ブランメジェール 牝5芦 55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 米 White Fox
Farm 478＋ 41：12．41	 4．1�

36 コスモビスティー 牡4鹿 57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 480± 01：12．5
 4．3�
47 クラウンクラシック 牡4芦 57

54 ▲菅原 明良矢野 恭裕氏 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 482－ 21：12．6
 7．4�
714 エ ン パ シ ー 牡5青鹿57 蛯名 正義岡 浩二氏 中川 公成 新ひだか カタオカフアーム B482－ 61：12．81	 18．6�
23 � プリンセスヨウク 牝5鹿 55 田辺 裕信ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 B452＋101：13．22� 29．7	
35 � フクノヴァランス 牡4鹿 57 江田 照男福島 祐子氏 清水 英克 日高 松平牧場 476± 01：13．41	 178．6

611� メイプルグレイト 牡4栗 57 嘉藤 貴行節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 504－ 41：13．5
 59．6�
11 オープンザウェイ 7栗 57

55 △野中悠太郎�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 B462－ 8 〃 ハナ 5．9�
612 セイウンデルレイ 牡4鹿 57 武士沢友治西山 茂行氏 深山 雅史 新ひだか 藤巻 則弘 500± 01：13．6クビ 52．6
713 シャイニングボルト 牡5黒鹿57 伊藤 工真�ラ・メール 勢司 和浩 浦河 辻 牧場 476－ 2 〃 同着 83．9�
24 � リーゼントシャルフ 牡5鹿 57 松岡 正海三浦 大輔氏 林 徹 千歳 社台ファーム 472－101：13．91
 31．3�
816� フィールザサンダー 牡5鹿 57

56 ☆武藤 雅櫻井 正氏 深山 雅史 むかわ 平岡牧場 454± 0 〃 アタマ 101．9�
59 ジョリルミエール 牝4鹿 55 黛 弘人後藤 英成氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 424－ 11：14．21
 160．0�
12 タマスカイブルー 牡4青鹿57 石川裕紀人玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 494± 0 〃 クビ 11．7�
815� ト ッ プ ギ ア 牡4鹿 57 伴 啓太 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 B444＋ 2 〃 アタマ 104．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，280，100円 複勝： 90，042，800円 枠連： 47，942，000円
馬連： 154，605，500円 馬単： 65，852，100円 ワイド： 100，250，500円
3連複： 219，269，600円 3連単： 297，171，900円 計： 1，044，414，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 160円 � 150円 枠 連（4－5） 760円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 480円 �� 450円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 6，940円

票 数

単勝票数 計 692801 的中 � 108565（3番人気）
複勝票数 計 900428 的中 � 126100（3番人気）� 148845（2番人気）� 161586（1番人気）
枠連票数 計 479420 的中 （4－5） 48425（3番人気）
馬連票数 計1546055 的中 �� 109026（2番人気）
馬単票数 計 658521 的中 �� 23091（4番人気）
ワイド票数 計1002505 的中 �� 51294（4番人気）�� 55227（3番人気）�� 78778（1番人気）
3連複票数 計2192696 的中 ��� 123496（1番人気）
3連単票数 計2971719 的中 ��� 31044（4番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―12．1―11．9―12．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F36．9
3 6，8，10（4，14）（7，9，11）－5（2，16）3（1，13，15）－12 4 6，8，10（4，14）（7，9）11，5（3，2，16）13，1－15，12

勝馬の
紹 介

サトノブレイズ �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2018．5．27 東京9着

2015．2．14生 牡4鹿 母 チョウチョウキャット 母母 Cho Cho San 8戦2勝 賞金 17，000，000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 ウエスタンボルト号



（31中山3）第5日 4月6日（土曜日） 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

266，240，000円
10，190，000円
21，360，000円
2，140，000円
31，980，000円
69，328，500円
4，606，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
540，769，500円
874，356，500円
266，410，000円
1，192，095，900円
544，941，800円
753，485，100円
1，643，819，900円
2，294，080，400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 8，109，959，100円

総入場人員 21，177名 （有料入場人員 19，670名）
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