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09037 4月5日 雨 良 （27中山3）第4日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

612 オトメチャン 牝3鹿 54 三浦 皇成島田 久氏 高柳 瑞樹 新ひだか 野坂牧場 502± 01：55．6 6．9�
714 ユアザイオン 牝3黒鹿54 戸崎 圭太ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480± 01：56．87 1．7�
816 パルパルパピヨン 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人堀口 晴男氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 468－ 4 〃 ハナ 8．4�
510 ショーラファール 牝3鹿 54 田辺 裕信吉冨 学氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 482± 01：57．22� 66．1�
11 ニシノプレシャス 牝3栗 54 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 446＋ 41：57．62� 12．7�
36 カナラズカナラズ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 444＋ 21：57．7� 248．2�
611 イヌイジェニー 牝3黒鹿54 村田 一誠井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 B458－ 41：57．8� 39．4	
24 レ ス ペ ー ト 牝3鹿 54 嘉藤 貴行 
フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 480± 01：57．9� 61．3�
23 ク ー ト ネ イ 牝3鹿 54 黛 弘人 
ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 平取 船越 伸也 464± 01：58．32� 26．0�
59 ランデックヒルズ 牝3鹿 54 内田 博幸簗田 満氏 高市 圭二 新冠 川島牧場 446＋ 41：58．4� 21．5
47 ミュークロール 牝3黒鹿54 田中 勝春ドラゴンヒルズホースクラブ 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 500－ 41：58．61� 12．2�
815 ウインベルノアール 牝3鹿 54 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 浦河 上山牧場 442＋ 41：58．91� 291．9�
48 ラヴァーズデイ 牝3黒鹿54 柴田 善臣堀口 晴男氏 高橋 文雅 浦河 高岸 順一 450＋ 41：59．0� 19．5�
12 ナ ノ ハ ナ 牝3栗 54 津村 明秀國分 純氏 武市 康男 日高 藤本 友則 470± 01：59．1� 250．7�
713 ラブテンダー 牝3黒鹿54 丸田 恭介増田 陽一氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 496± 01：59．2� 128．3�
35 アキトジュピター 牝3鹿 54 柴田 大知岡田 昭利氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム B472－ 21：59．73 18．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，343，700円 複勝： 60，252，700円 枠連： 18，930，700円
馬連： 77，357，800円 馬単： 46，425，600円 ワイド： 41，442，400円
3連複： 100，938，100円 3連単： 148，722，400円 計： 525，413，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 180円 � 110円 � 170円 枠 連（6－7） 610円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 340円 �� 640円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 7，160円

票 数

単勝票数 計 313437 的中 � 36306（2番人気）
複勝票数 計 602527 的中 � 50549（3番人気）� 294857（1番人気）� 57397（2番人気）
枠連票数 計 189307 的中 （6－7） 24033（3番人気）
馬連票数 計 773578 的中 �� 96857（1番人気）
馬単票数 計 464256 的中 �� 23191（5番人気）
ワイド票数 計 414424 的中 �� 30923（2番人気）�� 14927（7番人気）�� 43501（1番人気）
3連複票数 計1009381 的中 ��� 66601（1番人気）
3連単票数 計1487224 的中 ��� 15043（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．2―49．0―1：01．9―1：15．6―1：29．4―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．7―3F40．0
1
3
・（6，16）＝3，8（1，15）（9，14）12（7，13，5）10（4，11）－2
6－16，3（1，15，8）（12，14）9（7，10，5）13（4，11）－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オトメチャン �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー 2015．1．10 中山7着

2012．4．6生 牝3鹿 母 キロロプラム 母母 スナーククリムゾン 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スカイトップ号・ミエル号
（非抽選馬） 1頭 テップシー号

09038 4月5日 雨 良 （27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40分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

611� ハーランズロマン 牝3黒鹿54 岩田 康誠林 正道氏 斎藤 誠 米 WinStar
Farm, LLC B466－ 21：12．6 1．8�

23 � オーバーウェルム 牡3黒鹿56 戸崎 圭太�Basic 田島 俊明 加 Ballycroy
Training Centre 446± 01：13．13 5．0�

510 ローレルロケッツ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 志尚 B498＋ 41：13．2� 7．2�
12 タケショウビクター 牡3黒鹿56 石橋 脩�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 490＋ 4 〃 クビ 45．9�
11 ヴェイルドスケール 牡3鹿 56 内田 博幸 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 528－161：13．3クビ 15．1	
816 イ ロ ジ カ ケ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 前川 隆範 458± 01：13．4	 64．5

815 ハーモニーノヴェル 牡3芦 56 吉田 豊日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 畠山牧場 B518－121：13．5クビ 97．5�
612 シゲルナマハゲ 牡3鹿 56 江田 照男森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 436＋ 6 〃 アタマ 108．0�
713 リッキーファイト 牡3栗 56 横山 和生佐藤 力一氏 古賀 史生 日高 川島 良一 B440－ 8 〃 クビ 47．8
24 レオアジリティー 牡3栗 56 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 450＋ 8 〃 アタマ 108．9�
36 ウイズキッド 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 510－ 61：13．6クビ 6．3�
47 ペイシャンスイット 牡3青鹿56 柴山 雄一北所 直人氏 高市 圭二 えりも 上島牧場 462－ 41：13．7� 286．1�
59 リンガスプライム 牡3栗 56 田辺 裕信伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 470－ 21：13．8� 16．9�
48 サノタイクーン 牡3鹿 56 村田 一誠ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 B458－ 61：14．01
 197．2�
35 ケイツーミネルバ 牝3芦 54 黛 弘人楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 浦河 大島牧場 414－ 8 〃 アタマ 276．5�
714 シーセクション 牡3栗 56 松岡 正海西森 道男氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 452＋141：14．21
 207．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，117，000円 複勝： 42，085，000円 枠連： 18，739，500円
馬連： 71，005，300円 馬単： 43，897，300円 ワイド： 38，363，000円
3連複： 86，794，000円 3連単： 139，307，800円 計： 471，308，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 160円 枠 連（2－6） 450円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 220円 �� 230円 �� 500円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 2，530円

票 数

単勝票数 計 311170 的中 � 131518（1番人気）
複勝票数 計 420850 的中 � 158739（1番人気）� 59943（2番人気）� 48586（4番人気）
枠連票数 計 187395 的中 （2－6） 31848（2番人気）
馬連票数 計 710053 的中 �� 115162（1番人気）
馬単票数 計 438973 的中 �� 43953（1番人気）
ワイド票数 計 383630 的中 �� 47565（1番人気）�� 44290（2番人気）�� 16613（8番人気）
3連複票数 計 867940 的中 ��� 74570（2番人気）
3連単票数 計1393078 的中 ��� 39880（1番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．4―12．3―12．4―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．1―46．4―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハーランズロマン �
�
父 Harlan’s Holiday �

�
母父 Wild Again デビュー 2014．12．20 阪神6着

2012．3．29生 牝3黒鹿 母 Swinging 母母 Pennant Champion 4戦1勝 賞金 8，300，000円

第３回 中山競馬 第４日



09039 4月5日 雨 良 （27中山3）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

714 ドラゴンブルース 牡3鹿 56
53 ▲伴 啓太窪田 康志氏 高柳 瑞樹 新冠 ハシモトフアーム 452＋ 61：57．1 11．6�

24 ラブトゥーマッチ 牡3鹿 56 三浦 皇成 M・
Kenichiホールディング� 奥平 雅士 新ひだか 折手牧場 486－ 21：57．2� 15．2�

35 エリオットベイ 牡3栗 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 514＋101：57．3� 1．7�
48 スタンプラリー 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人�BijouRacing 高橋 文雅 日高 長谷川牧場 442－ 61：57．4クビ 108．2�
612 オ ン ザ ヒ ル 牡3黒鹿56 岩田 康誠大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 514＋ 41：57．5� 34．8	
59 レオクイック 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�レオ 岩戸 孝樹 浦河 田中スタッド B452＋ 41：57．92� 124．8

23 ウインエスパシオ 牡3青鹿56 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 ハクツ牧場 506－ 4 〃 ハナ 6．0�
47 デストリーライズ 牡3鹿 56 内田 博幸広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 486－ 41：58．0� 7．6�
611 クロノスバローズ 牡3黒鹿56 木幡 初広猪熊 広次氏 牧 光二 新ひだか 矢野牧場 B424－ 41：58．1クビ 244．9
815 コスモポッポ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 464± 01：58．31� 8．1�
12 キングランナー 牡3鹿 56 田中 勝春長谷川清英氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 510＋ 41：58．4� 171．9�
816 ローレンアイザック 牡3鹿 56 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム B456－ 61：59．03� 166．5�
36 トーセンスラッガー 牡3黒鹿56 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 新ひだか 乾 皆雄 454－ 21：59．1クビ 92．5�
510 レッツゴースター 牡3栗 56 丸山 元気�Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 454 ―1：59．42 116．6�
713 ナイフエッジ 牡3鹿 56 大野 拓弥河原 義宏氏 新開 幸一 浦河 桑田フアーム 480＋ 21：59．82� 207．3�
11 シュネルシュタルク 牡3鹿 56 西田雄一郎岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新冠 飛渡牧場 506± 02：00．75 29．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，382，700円 複勝： 82，690，800円 枠連： 19，685，300円
馬連： 74，072，800円 馬単： 49，752，200円 ワイド： 40，252，200円
3連複： 93，085，500円 3連単： 159，883，000円 計： 550，804，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 230円 � 230円 � 110円 枠 連（2－7） 2，760円

馬 連 �� 6，400円 馬 単 �� 15，060円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 380円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 33，460円

票 数

単勝票数 計 313827 的中 � 21553（5番人気）
複勝票数 計 826908 的中 � 38334（6番人気）� 39575（5番人気）� 526216（1番人気）
枠連票数 計 196853 的中 （2－7） 5514（9番人気）
馬連票数 計 740728 的中 �� 8959（17番人気）
馬単票数 計 497522 的中 �� 2477（36番人気）
ワイド票数 計 402522 的中 �� 6330（17番人気）�� 28895（4番人気）�� 28552（5番人気）
3連複票数 計 930855 的中 ��� 26967（10番人気）
3連単票数 計1598830 的中 ��� 3464（96番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．0―13．5―12．5―12．6―13．2―13．6―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．6―51．1―1：03．6―1：16．2―1：29．4―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．9
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドラゴンブルース �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2014．12．20 中山2着

2012．1．22生 牡3鹿 母 ハリウッドドリーム 母母 オリンピアデュカキス 3戦1勝 賞金 7，800，000円

09040 4月5日 雨
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27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40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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：10．2良・良

610 シゲルヒダカ 牡4黒鹿59 植野 貴也森中 蕃氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 526－ 43：10．9 4．0�
34 タニノタキシード 牡5黒鹿60 小坂 忠士谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 480± 03：11．11� 3．2�
46 キングブラーボ 牡7黒鹿60 森 一馬村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 530－ 43：11．95 8．3�
11 ゴールデンヒーロー 牡5鹿 60 平沢 健治 �シルクレーシング 北出 成人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 43：12．0クビ 15．0�
22 アドマイヤバートン 牡7栗 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 490－103：12．95 17．3�
33 � サンマルヴィエント 牡7栗 60 高野 和馬相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 486－ 63：13．85 68．2	
58 タイヨウロマン 牡4栗 59 金子 光希太陽光
 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 468－ 23：14．12 5．1�
711 フ リ メ ー ル 牝4栗 57 小野寺祐太�ミルファーム 根本 康広 えりも エクセルマネジメント 430－ 83：14．42 92．9�
814� ラナキラリオ 牡5黒鹿60 原田 和真横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 474－143：15．46 74．9
69 マイネルドメニカ 牡6栗 60 草野 太郎 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌和 新冠 ビッグレッドファーム 490－ 83：16．14 28．0�
45 ゴールドブライアン 牡7青鹿60 中村 将之杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 470－ 23：17．05 7．4�
712 コーリンジャヴロー 牡4鹿 59 鈴木 慶太伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 476± 0 〃 クビ 40．7�
57 ユールドゥー 牡4鹿 59 五十嵐雄祐小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 490± 03：19．8大差 69．1�
813 ヤギリヒマワリ 牝4鹿 57 蓑島 靖典内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 484＋163：19．9� 245．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，446，100円 複勝： 26，781，500円 枠連： 17，125，800円
馬連： 50，546，400円 馬単： 29，453，500円 ワイド： 25，277，400円
3連複： 68，423，200円 3連単： 102，837，500円 計： 340，891，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 130円 � 190円 枠 連（3－6） 630円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 290円 �� 440円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 4，700円

票 数

単勝票数 計 204461 的中 � 40182（2番人気）
複勝票数 計 267815 的中 � 58058（1番人気）� 57736（2番人気）� 29512（4番人気）
枠連票数 計 171258 的中 （3－6） 20802（2番人気）
馬連票数 計 505464 的中 �� 60839（1番人気）
馬単票数 計 294535 的中 �� 15215（2番人気）
ワイド票数 計 252774 的中 �� 23844（1番人気）�� 14067（5番人気）�� 15708（4番人気）
3連複票数 計 684232 的中 ��� 41415（2番人気）
3連単票数 計1028375 的中 ��� 15840（4番人気）
上り 1マイル 1：47．9 4F 51．7－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シゲルヒダカ �
�
父 スリーロールス �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．8．10 小倉10着

2011．4．28生 牡4黒鹿 母 スズカダーリン 母母 プ レ ア デ ス 障害：5戦1勝 賞金 12，700，000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 コスモパトラ号



09041 4月5日 雨 良 （27中山3）第4日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時30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 250，000
250，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

11 ゴールデンハープ 牝3栗 54 岩田 康誠窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 42：02．8 2．7�

612 ラックアサイン 牝3鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 22：02．9� 5．6�
816 グローリアスレイ 牝3芦 54 吉田 豊日下部勝德氏 土田 稔 洞�湖 レイクヴィラファーム 460－ 4 〃 アタマ 20．0�
12 レッドベリンダ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 436－10 〃 アタマ 2．7�
510 ダイワグローリー 牝3栗 54 三浦 皇成大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 492－ 42：03．0クビ 7．7�
715 サンフラワー 牝3鹿 54 長岡 禎仁	ミルファーム 武市 康男 日高 中川 欽一 458＋ 6 〃 同着 270．5

48 ダブルフラワー 牝3栗 54 嘉藤 貴行 	ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 476－ 42：03．1� 18．1�
817 ターンブルブルー 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新冠 川上牧場 424－ 62：03．31� 191．2�
59 ラインキュート 牝3栗 54 的場 勇人大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 416－ 22：03．4� 181．4
36 イナズマイーリス 牝3鹿 54 柴山 雄一小泉 賢悟氏 金成 貴史 新冠 小泉牧場 442 ―2：03．61� 103．5�
714 スカイトップ 牝3黒鹿54 松岡 正海久米田 榮氏 大竹 正博 新ひだか 木田牧場 430± 02：03．7� 135．2�
818 ラプンツェルダンス 牝3青鹿54 江田 照男大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 筒井 征文 B450－142：03．8� 57．0�
23 プチテアートル 牝3鹿 54 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 412＋ 2 〃 クビ 135．1�
47 タカラドリーム 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 B444－ 42：03．9� 141．9�
611 コスモパープル 牝3芦 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 和田正一郎 日高 新井 昭二 474＋ 9 〃 アタマ 214．2�
35 ビヨンドザワルツ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也丸山 担氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 430± 02：04．11� 77．2�
713 ボンヌジュルネ 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人 	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 432± 02：04．52� 67．3�
24 マサノボーラー 牝3栗 54 藤岡 康太猪野毛雅人氏 日吉 正和 新ひだか 猪野毛牧場 434－122：05．35 79．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，513，800円 複勝： 36，677，200円 枠連： 26，983，900円
馬連： 71，361，400円 馬単： 42，758，200円 ワイド： 35，381，500円
3連複： 90，646，500円 3連単： 153，380，800円 計： 483，703，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 190円 � 250円 枠 連（1－6） 450円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 410円 �� 780円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 4，800円 3 連 単 ��� 15，120円

票 数

単勝票数 計 265138 的中 � 76813（2番人気）
複勝票数 計 366772 的中 � 81851（2番人気）� 47306（3番人気）� 31828（5番人気）
枠連票数 計 269839 的中 （1－6） 45820（2番人気）
馬連票数 計 713614 的中 �� 57481（3番人気）
馬単票数 計 427582 的中 �� 21630（4番人気）
ワイド票数 計 353815 的中 �� 23862（3番人気）�� 11446（9番人気）�� 6519（12番人気）
3連複票数 計 906465 的中 ��� 14152（14番人気）
3連単票数 計1533808 的中 ��� 7350（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―36．1―48．4―1：01．8―1：14．5―1：26．6―1：38．4―1：50．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．2
1
3
4，7（2，11，15）（1，18）（6，12）16，8，10，5，14（3，9）（13，17）・（4，7）（15，18）（2，11）（12，16）1（6，10）8（14，17）－9，5－3－13

2
4

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンハープ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．8．9 新潟7着

2012．2．17生 牝3栗 母 ケルティックハープ 母母 アイリッシュカーリ 4戦1勝 賞金 7，750，000円
〔騎手変更〕 ダイワグローリー号の騎手田辺裕信は，負傷のため三浦皇成に変更。
※スカイトップ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09042 4月5日 雨 良 （27中山3）第4日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時00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

33 サトノアッシュ 牡3鹿 56 戸崎 圭太里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 460－ 81：34．5 3．5�
79 ムーンマジェスティ 牡3栗 56 勝浦 正樹伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 418－ 6 〃 クビ 7．9�
811 ストリートキャップ 牡3芦 56 柴山 雄一 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 464± 01：34．6� 10．6�
68 カ イ マ ノ ア 牡3栗 56 横山 典弘山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 480－ 61：34．7� 9．1�
56 キングデュナミス 牡3鹿 56 岩田 康誠村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 444＋ 61：34．91� 54．8�
44 トーセンペンタゴン 牡3青 56 内田 博幸島川 	哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B476± 0 〃 クビ 14．7

812 エイブルボス 牡3黒鹿56 三浦 皇成中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 452－ 21：35．0クビ 2．6�
11 ダイワコンプリート 牡3鹿 56 柴田 大知大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 508－ 61：35．21	 17．0�
22 シゲルケンカヤマ 牡3栗 56 丸田 恭介森中 蕃氏 和田 雄二 浦河 馬道 繁樹 478－ 21：35．3クビ 65．5
55 パイナワレア 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 456－121：35．4� 14．4�

67 ファインライナー 牡3黒鹿56 的場 勇人井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 438－ 61：35．93 263．8�
710 キョウエイインドラ 牡3鹿 56 田中 勝春田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 B476－ 21：37．7大差 36．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，091，800円 複勝： 47，120，700円 枠連： 20，487，000円
馬連： 88，240，200円 馬単： 48，211，100円 ワイド： 41，197，100円
3連複： 97，375，300円 3連単： 160，190，300円 計： 537，913，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 190円 � 300円 枠 連（3－7） 1，240円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 500円 �� 830円 �� 960円

3 連 複 ��� 4，650円 3 連 単 ��� 15，620円

票 数

単勝票数 計 350918 的中 � 78766（2番人気）
複勝票数 計 471207 的中 � 89092（2番人気）� 66125（3番人気）� 33579（5番人気）
枠連票数 計 204870 的中 （3－7） 12730（4番人気）
馬連票数 計 882402 的中 �� 53456（3番人気）
馬単票数 計 482111 的中 �� 17051（4番人気）
ワイド票数 計 411971 的中 �� 22000（3番人気）�� 12514（10番人気）�� 10655（14番人気）
3連複票数 計 973753 的中 ��� 15703（14番人気）
3連単票数 計1601903 的中 ��� 7435（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．5―47．5―59．5―1：11．4―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

サトノアッシュ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2014．7．5 函館2着

2012．4．11生 牡3鹿 母 ディナーブレイク 母母 Romanticat 7戦2勝 賞金 17，750，000円
〔騎手変更〕 ダイワコンプリート号の騎手田辺裕信は，負傷のため柴田大知に変更。



09043 4月5日 雨 稍重 （27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30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

69 ロンギングエース 牡5鹿 57 吉田 豊坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム B512± 01：54．2 5．0�
57 � エルドリッジ 牡5青鹿57 大野 拓弥一村 哲也氏 高木 登 むかわ 桑原牧場 524＋ 21：54．62	 10．8�
812 ゲンパチケンザン 牡4栗 57 松岡 正海平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 加野牧場 508＋ 41：55．13 27．5�
33 メガオパールカフェ 牡4栗 57 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 536＋ 21：55．31
 1．8�
710 リムショット 牡4栗 57 横山 和生松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか 大塚牧場 470± 01：55．4	 41．6�
813� トゥールモンド �5栗 57

54 ▲井上 敏樹 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael
Verspieren 460－ 21：55．5 47．3	

56 ヴァンクウィッシュ 牡4青鹿57 石橋 脩前田 幸治氏 森田 直行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484－101：56．13	 14．8


22 ヒシワイルド 牡6鹿 57
54 ▲石川裕紀人阿部 雅英氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 482＋ 61：56．2クビ 22．4�

45 ビックナジョーカー 牡4鹿 57 勝浦 正樹平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 マリオステー
ブル B476＋ 61：56．41
 109．4�

11 � ゴ ド リ ー 牡5栗 57 戸崎 圭太林 正道氏 武井 亮 米 Sanford R.
Robertson 530＋301：57．14 4．8

711� ジンライムデザイア 牡4黒鹿 57
54 ▲木幡 初也飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 474＋ 81：58．37 301．7�

68 � コクシブルース �4鹿 57
54 ▲野中悠太郎�向別牧場 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 462＋ 21：58．4	 291．9�

44 サンマルスピリット 牡5鹿 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 482± 01：58．6 96．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 36，925，700円 複勝： 64，661，000円 枠連： 22，255，400円
馬連： 86，467，300円 馬単： 55，684，000円 ワイド： 41，334，500円
3連複： 105，750，000円 3連単： 209，090，700円 計： 622，168，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 240円 � 380円 � 580円 枠 連（5－6） 1，400円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，250円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 14，330円 3 連 単 ��� 58，820円

票 数

単勝票数 計 369257 的中 � 58882（3番人気）
複勝票数 計 646610 的中 � 81042（2番人気）� 43783（4番人気）� 26365（6番人気）
枠連票数 計 222554 的中 （5－6） 12282（5番人気）
馬連票数 計 864673 的中 �� 28049（8番人気）
馬単票数 計 556840 的中 �� 8831（16番人気）
ワイド票数 計 413345 的中 �� 14300（10番人気）�� 8486（14番人気）�� 4530（21番人気）
3連複票数 計1057500 的中 ��� 5531（38番人気）
3連単票数 計2090907 的中 ��� 2577（162番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．5―12．7―12．5―12．8―12．7―13．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．0―49．7―1：02．2―1：15．0―1：27．7―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．2
1
3
13（4，6）7（3，11）（1，8）（2，12）－5（9，10）
13（6，7，12，5）3，10（4，9）11（2，1）8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロンギングエース �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．29 中山9着

2010．2．16生 牡5鹿 母 ギ ー ニ ョ 母母 フェアリードール 19戦3勝 賞金 33，868，000円
〔騎手変更〕 ヴァンクウィッシュ号の騎手田辺裕信は，負傷のため石橋脩に変更。

09044 4月5日 小雨 良 （27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14時00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

24 マローブルー 牝4鹿 55 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 日高 日高大洋牧場 444－161：59．4 4．3�

12 サーストンコラルド 牡4鹿 57 岩田 康誠齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 466± 01：59．5� 5．5�
47 ヘイローフォンテン 牡5鹿 57 丸田 恭介吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 514＋ 41：59．6	 13．6�
11 キネオダンサー 牝4鹿 55 三浦 皇成吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 478－ 4 〃 クビ 6．4�
48 サムソンズシエル 牡4鹿 57 柴田 大知 �シルクレーシング 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 532＋ 4 〃 ハナ 5．9	
59 ファーストオーサー 牡4黒鹿57 柴山 雄一石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 476＋ 21：59．92 154．0

816 スマートルピナス 牝5鹿 55

52 ▲井上 敏樹大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 462－ 22：00．0クビ 73．8�
36 トレジャーマップ 牡4鹿 57 内田 博幸小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 448＋ 62：00．1	 7．5�
815 ターフデライト 牝6青 55 横山 典弘須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 アタマ 30．1�
612
 イメージガール 牝5黒鹿 55

52 ▲石川裕紀人飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B476＋14 〃 ハナ 19．5�
510 ロジテースト 牡4鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 446± 02：00．2	 74．4�
35 マクベスバローズ 牡5黒鹿57 勝浦 正樹猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B464± 0 〃 アタマ 130．5�
713 ウマンマミーア 牡4鹿 57 江田 照男野崎 宗信氏 菅原 泰夫 登別 登別上水牧場 B436－ 42：00．3クビ 17．0�
611 ギブアンドテイク 牡4栗 57 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 492－ 42：01．25 16．0�
714 ダークサイド 牡4黒鹿 57

54 ▲伴 啓太星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 466± 02：01．41� 19．0�
23 ラインカグラ 牝4黒鹿55 的場 勇人大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 424－102：06．5大差 107．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，983，500円 複勝： 59，864，500円 枠連： 32，343，500円
馬連： 106，753，800円 馬単： 49，318，800円 ワイド： 52，882，900円
3連複： 133，652，900円 3連単： 183，848，700円 計： 652，648，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 200円 � 440円 枠 連（1－2） 660円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，810円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 9，870円 3 連 単 ��� 43，020円

票 数

単勝票数 計 339835 的中 � 62904（1番人気）
複勝票数 計 598645 的中 � 89640（1番人気）� 84946（2番人気）� 28740（8番人気）
枠連票数 計 323435 的中 （1－2） 37966（2番人気）
馬連票数 計1067538 的中 �� 57081（3番人気）
馬単票数 計 493188 的中 �� 15501（3番人気）
ワイド票数 計 528829 的中 �� 21036（5番人気）�� 7329（26番人気）�� 6858（30番人気）
3連複票数 計1336529 的中 ��� 10152（32番人気）
3連単票数 計1838487 的中 ��� 3098（109番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―35．8―48．0―1：00．6―1：11．9―1：23．5―1：35．1―1：47．1

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

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

勝馬の
紹 介

マローブルー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dubai Destination デビュー 2014．2．10 東京3着

2011．1．22生 牝4鹿 母 リラックススマイル 母母 ヴェルヴェットクイーン 7戦2勝 賞金 31，054，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 キネオダンサー号の騎手田辺裕信は，負傷のため三浦皇成に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラインカグラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月5日まで平地競走に

出走できない。



09045 4月5日 小雨 良 （27中山3）第4日 第9競走 ��
��1，200�千 葉 日 報 杯

発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

千葉日報杯（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

710 サンブルエミューズ 牝5栗 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 456－ 21：08．9 5．0�
812 コスモドーム 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 504＋ 41：09．0� 5．3�
811 ラインミーティア 牡5鹿 57 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 480－101：09．21	 7．0�
79 ラインロバート 牡6青鹿57 嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 478＋14 〃 アタマ 119．0�
68 アドマイヤクーガー 牡7栗 57 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－121：09．41	 11．3�
44 ゼンノコリオリ 牡5鹿 57 北村 友一大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 474－ 41：09．5
 43．6	
67 � カ カ リ ア 牝4鹿 55 岩田 康誠加藤 春夫氏 武井 亮 様似 様似共栄牧場 472－ 6 〃 クビ 3．1

55 ライブリシュネル 牡5鹿 57 藤懸 貴志加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 21：09．6クビ 33．5�
56 オリエンタルサン 牡5鹿 57 丹内 祐次下井 道博氏 石栗 龍彦 浦河 東栄牧場 468± 0 〃 クビ 14．0�
22 ヴァッフシュテルケ 牡4青鹿57 大野 拓弥�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 444＋ 21：09．81	 28．9
33 サンマディソン 牝4鹿 55 松岡 正海加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 450＋ 21：09．9
 45．0�
11 クラウンルシフェル 牡4栗 57 丸田 恭介�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 492－ 81：10．22 7．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，509，200円 複勝： 54，288，400円 枠連： 30，000，100円
馬連： 130，749，300円 馬単： 62，422，500円 ワイド： 53，825，700円
3連複： 146，816，000円 3連単： 245，696，400円 計： 760，307，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 170円 � 210円 枠 連（7－8） 650円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 550円 �� 710円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 12，930円

票 数

単勝票数 計 365092 的中 � 57412（2番人気）
複勝票数 計 542884 的中 � 81536（3番人気）� 85908（2番人気）� 63861（4番人気）
枠連票数 計 300001 的中 （7－8） 35547（3番人気）
馬連票数 計1307493 的中 �� 75188（4番人気）
馬単票数 計 624225 的中 �� 17651（8番人気）
ワイド票数 計 538257 的中 �� 25441（5番人気）�� 19058（8番人気）�� 25197（6番人気）
3連複票数 計1468160 的中 ��� 42411（7番人気）
3連単票数 計2456964 的中 ��� 13775（29番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．8―11．7―11．0―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．1―46．8―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．8
3 2（7，10）3（9，12）（4，5，11）（6，8）＝1 4 ・（2，7，10）12（3，9，11）（4，5，8）6－1

勝馬の
紹 介

サンブルエミューズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．6．17 福島4着

2010．1．23生 牝5栗 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ 19戦3勝 賞金 58，397，000円
〔騎手変更〕 ゼンノコリオリ号の騎手田辺裕信は，負傷のため北村友一に変更。

09046 4月5日 小雨 稍重 （27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15時10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 3，600，000
3，600，000

円
円 1，800，000円

付 加 賞 294，000円 84，000円 21，000
21，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

33 クロスクリーガー 牡3鹿 56 岩田 康誠辻 高史氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 462－ 21：53．0 2．7�
711 リ ア フ ァ ル 牡3鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 508＋ 2 〃 クビ 14．2�
11 アンヴァリッド 牡3栗 56 戸崎 圭太村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 526－ 21：53．63� 6．0�
45 タ ン ジ ブ ル 牡3栗 56 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500± 0 〃 同着 7．3�
814 ノンコノユメ 牡3栃栗56 横山 典弘山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 448＋ 4 〃 クビ 10．9�
46 ブ チ コ 牝3白 54 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス	 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464－ 61：53．7クビ 4．7

58 ホワイトフーガ 牝3芦 54 大野 拓弥西森 鶴氏 高木 登 浦河 梅田牧場 498－ 21：53．91� 22．7�
34 カラパナビーチ 牡3黒鹿56 吉田 豊金子真人ホール

ディングス	 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 534－ 41：54．0� 48．6�
813 ペプチドウォヘッド 牡3鹿 56 内田 博幸沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 464± 01：54．1� 15．4
712 ノースランドボーイ 牡3青 56 勝浦 正樹河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 486－101：54．2クビ 73．9�
57 マイネルオフィール 牡3鹿 56 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 484± 01：54．41� 33．9�
610 カフジテイク 牡3青鹿56 三浦 皇成加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 470± 01：54．72 35．5�
22 	 タケルオウジ 牡3芦 56 石橋 脩森 保彦氏 加藤 征弘 日高 沖田牧場 498＋ 61：56．310 409．4�
69 マイネルシュバリエ 牡3鹿 56 丹内 祐次 	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 476－ 21：56．61
 58．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 78，057，300円 複勝： 104，925，700円 枠連： 49，960，600円
馬連： 223，194，600円 馬単： 102，017，700円 ワイド： 94，567，500円
3連複： 270，029，700円 3連単： 425，935，900円 計： 1，348，689，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 210円 �
�

140円
140円 枠 連（3－7） 1，860円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 500円 ��
��

230円
250円

��
��

1，030円
990円

3 連 複 ���
���

2，120円
2，330円 3 連 単 ���

���
10，920円
11，530円

票 数

単勝票数 計 780573 的中 � 223085（1番人気）
複勝票数 計1049257 的中 �

�
273621
129459

（1番人気）
（3番人気）

� 66674（7番人気）� 133783（2番人気）

枠連票数 計 499606 的中 （3－7） 20800（8番人気）
馬連票数 計2231946 的中 �� 74686（9番人気）
馬単票数 計1020177 的中 �� 22547（10番人気）
ワイド票数 計 945675 的中 ��

��
27350
12171

（9番人気）
（25番人気）

��
��

74850
12699

（1番人気）
（23番人気）

�� 65474（3番人気）

3連複票数 計2700297 的中 ��� 47698（11番人気）��� 43365（13番人気）
3連単票数 計4259359 的中 ��� 14141（59番人気）��� 13388（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．2―50．2―1：02．7―1：15．2―1：27．8―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クロスクリーガー �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．9．27 阪神1着

2012．4．11生 牡3鹿 母 ビッグクィーン 母母 マイアミガルチ 5戦3勝 賞金 39，850，000円
〔騎手変更〕 カラパナビーチ号の騎手田辺裕信は，負傷のため吉田豊に変更。
〔発走状況〕 タンジブル号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 タンジブル号は，発走調教再審査。

１レース目 ３レース目



09047 4月5日 小雨 良 （27中山3）第4日 第11競走 ��
��1，600�第47回ダービー卿チャレンジトロフィー（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，26．4．5以降27．3．29まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

ダービー卿チャレンジトロフィー（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

510 モ ー リ ス 牡4鹿 55 戸崎 圭太吉田 和美氏 堀 宣行 日高 戸川牧場 508－ 21：32．2 3．1�
59 クラリティシチー 牡4鹿 56 三浦 皇成 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 488＋ 21：32．83� 9．0�
24 インパルスヒーロー 牡5鹿 56 田中 勝春佐々木政充氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B506－ 61：32．9クビ 24．4�
612 エキストラエンド 牡6鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 470－ 6 〃 クビ 10．4�
713 ブレイズアトレイル 牡6芦 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：33．0クビ 18．0	
816 ク ラ レ ン ト 牡6栗 58．5 勝浦 正樹前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 492－14 〃 クビ 34．4

611 ウインマーレライ 牡4黒鹿55 松岡 正海�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 500－ 41：33．31� 49．3�
815 ア ー デ ン ト 牡6芦 56 石橋 脩 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 41：33．4� 28．8�
11 カ オ ス モ ス 牡5鹿 56 内田 博幸小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 508－10 〃 ハナ 18．9
35 フラアンジェリコ 牡7栗 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 514－ 81：33．5� 39．5�
12 マイネルメリエンダ 牡4栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 474－10 〃 クビ 10．8�
36 コスモソーンパーク 牡7青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 486± 01：33．6� 8．6�
714 インプレスウィナー 牡8青 56 柴田 善臣西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 456－ 2 〃 クビ 321．6�
23 シャイニープリンス 牡5青鹿56 横山 典弘小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 498－ 21：33．7クビ 4．5�
47 タガノブルグ 牡4鹿 54 吉田 豊八木 秀之氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440－ 61：34．01� 100．2�
48 ラインスピリット 牡4黒鹿55 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 422－ 21：34．21
 37．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 152，893，600円 複勝： 237，998，500円 枠連： 154，103，800円 馬連： 674，136，000円 馬単： 284，522，200円
ワイド： 255，219，000円 3連複： 1，030，298，700円 3連単： 1，661，574，100円 5重勝： 757，082，200円 計： 5，207，828，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 290円 � 590円 枠 連（5－5） 1，730円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 790円 �� 2，260円 �� 3，280円

3 連 複 ��� 14，860円 3 連 単 ��� 51，710円

5 重 勝
対象競走：中山9R／阪神10R／中山10R／阪神11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 636，960円

票 数

単勝票数 計1528936 的中 � 390935（1番人気）
複勝票数 計2379985 的中 � 505103（1番人気）� 200222（4番人気）� 81839（9番人気）
枠連票数 計1541038 的中 （5－5） 68844（7番人気）
馬連票数 計6741360 的中 �� 317867（2番人気）
馬単票数 計2845222 的中 �� 92317（3番人気）
ワイド票数 計2552190 的中 �� 87484（4番人気）�� 28581（29番人気）�� 19494（43番人気）
3連複票数 計10302987 的中 ��� 52000（49番人気）
3連単票数 計16615741 的中 ��� 23294（141番人気）
5重勝票数 計7570822 的中 ����� 832

ハロンタイム 12．3―11．5―11．8―11．1―11．3―11．6―11．7―10．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．8―35．6―46．7―58．0―1：09．6―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．5―3F34．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モ ー リ ス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2013．10．6 京都1着

2011．3．2生 牡4鹿 母 メジロフランシス 母母 メジロモントレー 10戦5勝 賞金 105，532，000円
〔騎手変更〕 クラレント号の騎手田辺裕信は，負傷のため勝浦正樹に変更。
※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。
（非抽選馬） 8頭 エールブリーズ号・シセイオウジ号・ティアップゴールド号・ネオザウイナー号・メイショウツチヤマ号・

リヴェレンテ号・ルチャドルアスール号・レオアクティブ号

09048 4月5日 小雨 稍重 （27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25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

816 チュウワベイビー 牝4芦 55
52 ▲石川裕紀人中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 武雄 454－ 21：11．5 11．2�

714 キョウエイハピネス 牡4栗 57 松岡 正海田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木 昭雄 488＋ 4 〃 クビ 5．7�
815 シュナップス 牡5栗 57 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 454－ 41：11．82 9．0�
713 カワキタシャウト 牡5鹿 57 横山 典弘川島 吉男氏 武市 康男 新冠 ラツキー牧場 496－ 81：11．9� 8．2�
47 タンブルブルータス 牡6鹿 57 岩田 康誠ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 498＋ 2 〃 アタマ 20．3�
12 ヴェアリアスサマー 牡4栗 57 三浦 皇成小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 516－ 2 〃 ハナ 5．1�
612 ウインプロスパー 牡5鹿 57 丹内 祐次	ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 526± 01：12．0クビ 13．1

59 � トレノソルーテ �9鹿 57 吉田 豊戸賀 智子氏 中舘 英二 新冠 川上牧場 530＋ 4 〃 アタマ 98．2�
611 ロレーヌクロス 牡5鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 同着 8．7
36 フランチャイズ 牡6栗 57 戸崎 圭太島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 512± 01：12．1� 15．4�
35 ソ ラ ニ ー 牡5黒鹿 57

54 ▲木幡 初也井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 	川 啓一 496＋ 21：12．31
 7．4�
11 � メイショウトキムネ 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 474＋121：12．4クビ 48．1�
24 ヒカリブランデー 牡4鹿 57 内田 博幸	ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 480－ 21：12．5� 27．4�
510� ラブミーブルー 牝4栗 55 柴田 大知小林 祥晃氏 上原 博之 新冠 サンローゼン 448＋ 2 〃 アタマ 167．1�
48 ボウマンミル 牡5青鹿57 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B508－101：12．81� 32．9�
23 � ハニーバニー 牝5鹿 55 石橋 脩 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 500＋ 21：13．22� 57．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 79，081，300円 複勝： 120，725，100円 枠連： 82，608，500円
馬連： 310，479，000円 馬単： 105，527，400円 ワイド： 116，389，800円
3連複： 348，227，800円 3連単： 519，771，200円 計： 1，682，810，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 280円 � 220円 � 260円 枠 連（7－8） 750円

馬 連 �� 3，450円 馬 単 �� 7，460円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，250円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 6，830円 3 連 単 ��� 30，820円

票 数

単勝票数 計 790813 的中 � 56036（7番人気）
複勝票数 計1207251 的中 � 108613（6番人気）� 154168（1番人気）� 118710（4番人気）
枠連票数 計 826085 的中 （7－8） 85143（1番人気）
馬連票数 計3104790 的中 �� 73963（8番人気）
馬単票数 計1055274 的中 �� 10596（26番人気）
ワイド票数 計1163898 的中 �� 27579（6番人気）�� 23692（10番人気）�� 28327（5番人気）
3連複票数 計3482278 的中 ��� 38213（6番人気）
3連単票数 計5197712 的中 ��� 12224（15番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．8―12．0―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．6―46．6―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チュウワベイビー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．11．16 東京5着

2011．4．23生 牝4芦 母 ベルネージュ 母母 ボ ー テ 13戦3勝 賞金 34，000，000円
〔騎手変更〕 ハニーバニー号の騎手田辺裕信は，負傷のため石橋脩に変更。
※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 アラタマシャトル号・アランルース号・オリアーナ号・キンシザイル号・ザストロンシチー号・シークレットアーム号

５レース目



（27中山3）第4日 4月5日（日曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 179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 手 当

248，570，000円
4，960，000円
1，620，000円
22，740，000円
72，082，500円
5，740，800円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
593，345，700円
938，071，100円
493，224，100円
1，964，363，900円
919，990，500円
836，133，000円
2，572，037，700円
4，110，238，800円
757，082，200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
5 重 勝
計 13，184，487，000円

総入場人員 22，622名 （有料入場人員 20，595名）
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