
09037 4月2日 晴 重 （29中山3）第4日 第1競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

714 サ ン ク ラ ラ 牝3栗 54 柴山 雄一�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか 三宅牧場 428＋ 81：12．8 51．0�
510 タキオンレイ 牝3栗 54

52 △井上 敏樹小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 464＋ 2 〃 クビ 67．2�
48 ハニーポット 牝3栗 54 蛯名 正義平田 修氏 中川 公成 日高 ヤナガワ牧場 436± 01：13．22� 8．1�
612 アイフィルプリティ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹吉田 照哉氏 田中 剛 新冠 スカイビーチステーブル 482＋ 6 〃 アタマ 61．9�
815 デルマキミノナハ 牝3黒鹿 54

52 △木幡 巧也浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 日高 ファニーヒルファーム 452± 01：13．3クビ 5．8�
611 エンパイアスタイル 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 千津氏 新開 幸一 新冠 村上 欽哉 430＋ 41：13．4� 30．7	
23 ウェルカムキッス 牝3青鹿54 吉田 隼人石川 貴久氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 468－ 41：13．61� 5．9

47 リワードミニヨン 牝3芦 54

51 ▲横山 武史宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード 472± 0 〃 ハナ 56．5�

59 キセキノキミヨ 牝3青鹿54 戸崎 圭太西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 本桐牧場 466＋ 41：13．92 22．1�
11 ディアシトリン 牝3栗 54 田辺 裕信ディアレストクラブ 伊藤 圭三 新ひだか 荒木 貴宏 430＋ 21：14．21� 45．1�
36 ロマンスマジック 牝3栗 54 江田 照男�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 444＋ 2 〃 ハナ 8．5�
713 プリンセスナナコ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子ライオンレースホース 根本 康広 浦河 浦河日成牧場 434± 01：14．73 57．7�
35 ガ ン ミ 牝3鹿 54 原田 和真佐久間拓士氏 栗田 徹 新ひだか 西村 和夫 446 ―1：15．01� 200．0�
12 ア イ ー ダ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行 ローレルレーシング 武井 亮 青森 ワールドファーム 446＋ 61：15．1� 107．4�
24 レディカママル 牝3鹿 54 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 446－ 21：16．27 2．1�
816 スターセレナーデ 牝3黒鹿54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田牧場 432 ―1：16．41 219．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，279，200円 複勝： 40，030，500円 枠連： 16，999，500円
馬連： 66，670，000円 馬単： 29，650，900円 ワイド： 39，152，000円
3連複： 101，413，500円 3連単： 124，959，800円 計： 442，155，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，100円 複 勝 � 1，390円 � 1，180円 � 300円 枠 連（5－7） 10，100円

馬 連 �� 88，000円 馬 単 �� 156，600円

ワ イ ド �� 12，190円 �� 6，750円 �� 4，330円

3 連 複 ��� 236，940円 3 連 単 ��� 2，664，580円

票 数

単勝票数 計 232792 的中 � 3647（9番人気）
複勝票数 計 400305 的中 � 6980（9番人気）� 8326（8番人気）� 40370（5番人気）
枠連票数 計 169995 的中 （5－7） 1304（21番人気）
馬連票数 計 666700 的中 �� 625（77番人気）
馬単票数 計 296509 的中 �� 142（147番人気）
ワイド票数 計 391520 的中 �� 825（68番人気）�� 1497（50番人気）�� 2348（42番人気）
3連複票数 計1014135 的中 ��� 321（261番人気）
3連単票数 計1249598 的中 ��� 34（1825番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―12．5―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．3―46．8―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ン ク ラ ラ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ダイナガリバー デビュー 2016．12．10 中山8着

2014．4．3生 牝3栗 母 プリティハーワ 母母 サ ン セ ー ハ 5戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 アイフィルプリティ号の騎手菊沢一樹は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

プリンセスナナコ号の騎手藤田菜七子は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番）
プリンセスナナコ号の騎手藤田菜七子は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4
番）

※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 キモンズラブ号

09038 4月2日 晴 重 （29中山3）第4日 第2競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

24 ヤマニンバンタジオ �3栗 56 戸崎 圭太土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 516± 01：54．4 1．6�
713 セガールモチンモク �3栗 56 田辺 裕信小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 472± 01：55．14 5．8�
816 ブラウンスビト 牡3黒鹿 56

53 ▲武藤 雅キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 元茂 義一 458± 01：55．2クビ 43．6�
59 プロムナード 牡3黒鹿56 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B500－ 61：55．41� 11．9�
714 ブラックヘルト 牡3鹿 56 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 512－ 81：56．03� 6．8�
612 グッドラックサマー 牡3栗 56 丹内 祐次澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 546 ― 〃 ハナ 113．2	
815 レオネルコード 牡3鹿 56 木幡 初広石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム 460－101：56．1クビ 17．9

12 ローレルモナルカ 牡3青鹿56 柴田 大知 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 504－ 21：56．52� 28．3�
611 サトノコロネット 牡3鹿 56 大野 拓弥里見 治氏 栗田 徹 浦河 バンダム牧場 488 ―1：56．92� 63．7�
11 オリジネイター 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 504 ―1：57．32� 26．0
48 アルングリム 牡3青鹿56 幸 英明村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 546－ 41：57．51� 33．4�
510 アーネストホープ 牡3栗 56 松岡 正海 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 488± 01：57．92� 200．3�
36 スイーツガーランド 牡3栗 56 吉田 豊新井原 博氏 土田 稔 新冠 川上牧場 B502－ 42：00．7大差 266．5�
47 エスピエーグル 牡3青鹿56 江田 照男ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 元道牧場 B500＋182：00．8クビ 215．8�
23 キ テ ィ ウ ス 牡3鹿 56 北村 友一�ノースヒルズ 和田正一郎 浦河 中神牧場 490＋ 62：01．43� 194．7�
35 グランセリュール 牡3栗 56 西田雄一郎 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 556 ―2：05．3大差 151．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，625，000円 複勝： 64，502，800円 枠連： 19，282，300円
馬連： 68，987，100円 馬単： 38，062，600円 ワイド： 44，302，800円
3連複： 95，620，400円 3連単： 138，321，300円 計： 500，704，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 480円 枠 連（2－7） 220円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，210円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 8，300円

票 数

単勝票数 計 316250 的中 � 156308（1番人気）
複勝票数 計 645028 的中 � 330901（1番人気）� 82119（2番人気）� 14294（9番人気）
枠連票数 計 192823 的中 （2－7） 65993（1番人気）
馬連票数 計 689871 的中 �� 139030（1番人気）
馬単票数 計 380626 的中 �� 55731（1番人気）
ワイド票数 計 443028 的中 �� 60397（1番人気）�� 8370（14番人気）�� 5603（19番人気）
3連複票数 計 956204 的中 ��� 21643（11番人気）
3連単票数 計1383213 的中 ��� 12074（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．7―51．0―1：03．4―1：15．9―1：28．6―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
8，9（3，15）14，16（10，6）1（2，7，13）4，11，12＝5・（8，9，15，14）（2，16，4，12）（3，13）－（10，11）（1，6）－7＝5

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンバンタジオ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．9 東京11着

2014．3．23生 �3栗 母 ヤマニンプロローグ 母母 マ ダ ニ ナ 8戦1勝 賞金 12，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スイーツガーランド号・キティウス号・グランセリュール号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成29年5月2日まで平地競走に出走できない。
エスピエーグル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月2日まで平地競
走に出走できない。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 中山競馬 第４日



09039 4月2日 晴 稍重 （29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

612 レッドアーサー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 462－ 41：35．4 2．7�
35 サイレントサード 牡3栗 56 北村 宏司三田 昌宏氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 478－ 6 〃 ハナ 6．2�
47 サクラサクコロ 牡3鹿 56 柴山 雄一田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 中地 義次 446－ 61：35．82� 6．1�
714 プレシャスブルー 牡3鹿 56 A．シュタルケ 石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 432＋ 21：35．9� 5．1�

（独）

510 グラスルアー 牡3青鹿56 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 464－ 21：36．22 7．3	
713 スズノフブキ 牡3鹿 56 吉田 豊小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 476 ―1：36．41� 41．8

611 インスティンクト 牡3青鹿56 丸山 元気�ノースヒルズ 上原 博之 日高 戸川牧場 480± 01：36．61 78．7�
815 コスモディライト 牡3青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 4 〃 ハナ 14．4�
36 ラッシュワールド 牡3栗 56

54 △木幡 巧也小林 哲之氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 478± 01：36．7� 44．3
12 シェリーカスク 牝3鹿 54 石川裕紀人水上 行雄氏 萩原 清 浦河 笠松牧場 426＋ 81：36．91� 23．5�
24 テレグライド 牡3栗 56 横山 和生 �加藤ステーブル 二ノ宮敬宇 日高 三輪牧場 446－ 61：37．0クビ 162．0�
48 ムーンライトレディ 牝3鹿 54 津村 明秀吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 386－121：37．1	 193．7�
11 ブラーヴォサング 牡3栗 56 田辺 裕信谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 502 ― 〃 ハナ 61．6�
23 ヴァントネール 牝3栗 54 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河トラストスリーファーム 440＋ 8 〃 ハナ 50．7�
816 ロ ー ラ ン 牝3鹿 54 岩部 純二田畑 富子氏 南田美知雄 新ひだか 和田牧場 486－ 81：38．9大差 345．0�
59 メ ガ ン 牝3鹿 54 伊藤 工真窪田 康志氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 426 ―1：39．11 121．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，349，900円 複勝： 48，395，800円 枠連： 18，138，500円
馬連： 75，586，100円 馬単： 34，291，200円 ワイド： 45，452，300円
3連複： 97，380，100円 3連単： 119，431，500円 計： 471，025，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 160円 � 180円 枠 連（3－6） 710円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 470円 �� 420円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 8，320円

票 数

単勝票数 計 323499 的中 � 95618（1番人気）
複勝票数 計 483958 的中 � 110397（1番人気）� 71868（3番人気）� 61512（4番人気）
枠連票数 計 181385 的中 （3－6） 19695（3番人気）
馬連票数 計 755861 的中 �� 49584（4番人気）
馬単票数 計 342912 的中 �� 14230（3番人気）
ワイド票数 計 454523 的中 �� 24561（3番人気）�� 28568（2番人気）�� 21550（6番人気）
3連複票数 計 973801 的中 ��� 35416（4番人気）
3連単票数 計1194315 的中 ��� 10407（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―35．8―47．7―59．7―1：11．8―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．7

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

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

勝馬の
紹 介

レッドアーサー �
�
父 キングズベスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．2．12 東京2着

2014．3．4生 牡3黒鹿 母 サンクスアロット 母母 ディソサード 3戦1勝 賞金 8，150，000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。
（非抽選馬） 3頭 カシノレビン号・ディープサミット号・ルックアットミー号
※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。

09040 4月2日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （29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

610 プ レ ス リ ー 牡6黒鹿60 蓑島 靖典田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 山口 義彦 502－ 63：17．8 13．7�
45 � タイセイエナジー 牡5栗 60 石神 深一田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B480－ 83：18．01� 31．7�
11 ア ツ コ 牝4鹿 57 大江原 圭由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 豊洋牧場 506＋ 43：18．31� 20．4�
22 � クラウンドリーム 牡4芦 59 上野 翔矢野まり子氏 伊藤 伸一 新冠 ヒカル牧場 488－ 23：18．4クビ 139．7�
712 ミュートエアー 牡4黒鹿59 五十嵐雄祐岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 43：19．25 2．4�
814 グローリーミスト 牡4青鹿59 林 満明 �グリーンファーム中竹 和也 安平 ノーザンファーム 480－ 43：19．73 16．1	
711 マテンロウボス 牡6黒鹿60 西谷 誠寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 470＋ 4 〃 ハナ 2．5

813� ドリームパワー 牝8鹿 58 浜野谷憲尚�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 460＋ 43：19．91� 24．9�
58 � セガールフォンテン 牡7栗 60 山本 康志吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 500＋113：20．32� 88．0
57 ライムチェイサー 牡5鹿 60 北沢 伸也杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 476＋14 〃 クビ 29．3�
69 	 サリレモンド 牡6栗 60 高野 和馬�ノースヒルズ 和田 正道 米

Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

538＋163：23．5大差 66．3�
34 � トーセンスラッガー 牡5黒鹿60 小野寺祐太島川 �哉氏 柴田 政人 新ひだか 乾 皆雄 472＋143：24．24 150．0�
46 シ ッ プ ウ 
6黒鹿60 草野 太郎 �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 494－123：25．05 31．6�
33 プレジールシチー 牡6黒鹿60 江田 勇亮 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 506＋ 2 （競走中止） 12．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，317，100円 複勝： 24，096，200円 枠連： 19，798，500円
馬連： 48，896，400円 馬単： 27，261，300円 ワイド： 28，683，400円
3連複： 70，774，800円 3連単： 108，662，100円 計： 350，489，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 310円 � 630円 � 470円 枠 連（4－6） 6，580円

馬 連 �� 14，100円 馬 単 �� 29，120円

ワ イ ド �� 3，060円 �� 1，510円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 30，070円 3 連 単 ��� 202，000円

票 数

単勝票数 計 223171 的中 � 13027（4番人気）
複勝票数 計 240962 的中 � 22439（3番人気）� 9478（9番人気）� 13132（6番人気）
枠連票数 計 197985 的中 （4－6） 2329（15番人気）
馬連票数 計 488964 的中 �� 2858（31番人気）
馬単票数 計 272613 的中 �� 702（62番人気）
ワイド票数 計 286834 的中 �� 2397（29番人気）�� 4972（16番人気）�� 2535（26番人気）
3連複票数 計 707748 的中 ��� 1765（82番人気）
3連単票数 計1086621 的中 ��� 390（425番人気）
上り 1マイル 1：50．2 4F 55．1－3F 41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→
→�→�」
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

プ レ ス リ ー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．8．4 小倉9着

2011．3．31生 牡6黒鹿 母 リ ヒ タ ー 母母 ソーインラブ 障害：23戦1勝 賞金 26，850，000円
〔競走中止〕 プレジールシチー号は，2周目2コーナーで併走馬と接触した際，右鐙が脱げ，騎手が落馬したため競走中止。
※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。
（非抽選馬） 3頭 エクセレントミノル号・サムライフォンテン号・トーホウスマート号



09041 4月2日 晴 重 （29中山3）第4日 第5競走 ��
��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

815 バトルサンバ 牡3栗 56 田辺 裕信山科 統氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 510＋ 21：11．9 1．3�
714� ライバーバード 牡3芦 56 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC 484－ 21：12．11� 4．6�
713 スリーミネルバ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 436－101：12．2	 46．3�
12 コスモクウェンチ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 488± 01：12．41	 14．2�
510 ヤマニンイリザブル 牝3鹿 54 丸山 元気土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 428± 0 〃 ハナ 118．7	
23 ユメノカガヤキ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田ファーム 458－ 21：12．71
 32．7

59 マイネルヘミニス 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 61：13．01	 39．5�
36 ブルーグリュック 牡3青鹿 56

53 ▲藤田菜七子 �ブルーマネジメント尾形 和幸 新ひだか 加野牧場 462＋ 21：13．42	 48．1�
48 ジュピターステラ 牝3栗 54 村田 一誠島川 哉氏 柴田 政人 日高 有限会社 エ

スティファーム 426－ 81：13．61	 147．2�
47 グローリアスイリス 牝3黒鹿 54

52 △木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 新冠 スカイビーチステーブル 488－ 21：13．81	 36．5�
612 キョウエイビアンコ 牝3青鹿54 松岡 正海田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木 昭雄 430＋181：13．9クビ 106．5�
35 ク レ ム フ カ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 日高 奥山 博 464 ―1：14．1
 32．0�
11 アワードウイナー 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 500－ 41：14．42 50．7�
816 トゥルーレジーナ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行芹澤 精一氏 田中 清隆 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 394－121：15．88 379．2�

611 ピーチダイヤ 牝3黒鹿 54
51 ▲横山 武史大野 數芳氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 446－ 2 〃 ハナ 234．6�

24 モンキーキック 牡3黒鹿56 吉田 隼人落合 幸弘氏 田中 剛 新冠 新冠橋本牧場 B474－ 61：16．01	 197．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，402，400円 複勝： 143，480，500円 枠連： 21，977，200円
馬連： 78，941，200円 馬単： 50，434，000円 ワイド： 45，703，800円
3連複： 108，318，300円 3連単： 194，827，600円 計： 681，085，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 140円 � 370円 枠 連（7－8） 260円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 170円 �� 540円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 2，870円

票 数

単勝票数 計 374024 的中 � 224946（1番人気）
複勝票数 計1434805 的中 � 1135305（1番人気）� 85267（2番人気）� 17628（8番人気）
枠連票数 計 219772 的中 （7－8） 64546（1番人気）
馬連票数 計 789412 的中 �� 240779（1番人気）
馬単票数 計 504340 的中 �� 110780（1番人気）
ワイド票数 計 457038 的中 �� 90249（1番人気）�� 18576（5番人気）�� 8460（10番人気）
3連複票数 計1083183 的中 ��� 54063（2番人気）
3連単票数 計1948276 的中 ��� 49073（3番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―12．0―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．6―46．6―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バトルサンバ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．9．11 中山6着

2014．1．24生 牡3栗 母 ルスナイサンバ 母母 オオミーアキノ 5戦1勝 賞金 9，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モンキーキック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月2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 サンデトロイト号

09042 4月2日 晴 稍重 （29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

35 ニシノアップルパイ 牡3鹿 56 大野 拓弥西山 茂行氏 中舘 英二 新ひだか 棚川 光男 484＋ 81：34．7 17．4�
11 ド ウ デ ィ 牡3鹿 56 幸 英明 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 488＋ 21：34．91� 20．2�
712 アドマイヤシナイ 牡3鹿 56 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 洞�湖 レイクヴィラファーム 456－ 21：35．0	 6．6�
23 ウィンドライジズ 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 462＋ 21：35．1クビ 3．7�
610 ラーナアズーラ 牝3栗 54 吉田 隼人 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 日高 アイズスタッド株式会社 470± 01：35．31
 11．8�
815 アルミレーナ 牝3芦 54 柴山 雄一 	サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 428－ 6 〃 ハナ 9．3

59 サレンティーナ 牡3栗 56 戸崎 圭太 	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 472－ 4 〃 アタマ 2．4�
58 アーリーサプライズ 牡3青鹿56 北村 宏司岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 488－ 21：35．62 30．3�
713 マイネルベレーロ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 488＋12 〃 ハナ 179．9
46 アンノートル 牡3鹿 56 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 池上 昌弘 日高 山際 辰夫 478＋ 41：35．7クビ 29．6�
34 メモリーミネルバ 牝3鹿 54 吉田 豊島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 424－141：36．01	 59．8�
22 ロ ジ ベ ス ト 牡3黒鹿56 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 488± 01：36．53 35．9�
814 マイネルエパティカ 牡3栗 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 21：36．6� 246．3�
611 ニシノキララコ 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹西山 茂行氏 萱野 浩二 浦河 ガーベラパー
クスタツド 458＋281：37．34 207．2�

47 ドラゴンボート 牡3鹿 56
53 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 日高 道見牧場 496＋ 21：38．15 185．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，632，400円 複勝： 58，047，500円 枠連： 20，041，000円
馬連： 105，273，600円 馬単： 48，810，400円 ワイド： 58，761，100円
3連複： 132，390，100円 3連単： 172，045，600円 計： 635，001，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 470円 � 520円 � 230円 枠 連（1－3） 9，470円

馬 連 �� 11，940円 馬 単 �� 22，400円

ワ イ ド �� 3，090円 �� 2，020円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 28，210円 3 連 単 ��� 196，730円

票 数

単勝票数 計 396324 的中 � 18161（6番人気）
複勝票数 計 580475 的中 � 29817（6番人気）� 26877（7番人気）� 78704（3番人気）
枠連票数 計 200410 的中 （1－3） 1639（27番人気）
馬連票数 計1052736 的中 �� 7268（35番人気）
馬単票数 計 488104 的中 �� 1634（63番人気）
ワイド票数 計 587611 的中 �� 4873（32番人気）�� 7549（22番人気）�� 6692（23番人気）
3連複票数 計1323901 的中 ��� 3519（83番人気）
3連単票数 計1720456 的中 ��� 634（517番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．1―46．9―58．9―1：10．9―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

ニシノアップルパイ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2016．6．26 東京1着

2014．4．30生 牡3鹿 母 アップルトウショウ 母母 ダーリントウショウ 5戦2勝 賞金 14，200，000円
※ドラゴンボート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09043 4月2日 晴 重 （29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

77 ダイワチャーチル 牡4鹿 57
54 ▲野中悠太郎大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B508＋ 21：53．2 1．7�

88 ミラクルユニバンス 牡4栗 57 幸 英明亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 428－101：54．37 16．3�
55 エリモグレイス 牡4鹿 57 松岡 正海山本 慎一氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 490＋ 21：54．51� 5．5�
22 ト ゥ ル ッ リ 牡5芦 57 吉田 豊�ラ・メール 田村 康仁 新冠 パカパカ

ファーム 490＋ 61：54．6� 6．9�
66 コスモバーダン 牡5鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 530＋ 21：55．02� 19．0	
33 ナンヨーアイリッド 牡5栗 57 田辺 裕信中村 德也氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 494＋ 21：56．38 25．7

11 ポルトボナール 牡5黒鹿 57

55 △井上 敏樹後藤 英成氏 青木 孝文 森 笹川大晃牧場 496－ 21：57．57 5．1�
44 � プレーゴブレッサ 牡5芦 57 A．シュタルケ 大塚 亮一氏 高橋 裕 新ひだか 飛野牧場 B510＋122：01．3大差 65．6�

（独）

（8頭）
89 � ブレイクエース 牡5鹿 57 丸山 元気 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 33，042，400円 複勝： 65，237，400円 枠連： 11，670，000円
馬連： 62，912，900円 馬単： 39，748，500円 ワイド： 34，337，300円
3連複： 69，298，100円 3連単： 175，256，900円 計： 491，503，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 220円 � 130円 枠 連（7－8） 850円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 380円 �� 190円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 4，720円

票 数

単勝票数 差引計 330424（返還計 712） 的中 � 148946（1番人気）
複勝票数 差引計 652374（返還計 770） 的中 � 405302（1番人気）� 27908（5番人気）� 68792（2番人気）
枠連票数 差引計 116700（返還計 57） 的中 （7－8） 10545（4番人気）
馬連票数 差引計 629129（返還計 3807） 的中 �� 46908（4番人気）
馬単票数 差引計 397485（返還計 1746） 的中 �� 21832（6番人気）
ワイド票数 差引計 343373（返還計 1656） 的中 �� 21774（5番人気）�� 54784（1番人気）�� 11287（9番人気）
3連複票数 差引計 692981（返還計 8718） 的中 ��� 38255（5番人気）
3連単票数 差引計1752569（返還計 18619） 的中 ��� 26884（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―38．1―50．7―1：02．6―1：14．7―1：27．0―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．5
1
3
1，2（6，5）（3，4，7）－8・（2，5）（1，7）－6－（3，8）－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイワチャーチル 
�
父 ハービンジャー 

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．9．13 中山4着

2013．3．24生 牡4鹿 母 ダノンフローラ 母母 フ ァ ン ジ カ 14戦2勝 賞金 20，900，000円
〔出走取消〕 ブレイクエース号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレーゴブレッサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月2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2日 晴 良 （29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

710 ジョンブドール 牝5鹿 55 A．シュタルケ �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 446＋102：03．2 9．3�
（独）

56 シャリオヴァルト 牡4鹿 57 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 462± 0 〃 クビ 2．3�

79 マツリダバッハ 牡4青鹿57 蛯名 正義髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B492＋102：03．3� 33．3�
22 ジュンファイトクン 牡5栗 57 松若 風馬河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 448－ 2 〃 ハナ 10．7�
44 カ マ ク ラ 牝4黒鹿55 幸 英明市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 ハナ 9．7	
811 トーセンカナロア 牡5鹿 57

55 △井上 敏樹島川 
哉氏 小桧山 悟 洞	湖 レイクヴィラファーム 490± 02：03．4クビ 27．1�
67 
 レッドベリンダ 牝5鹿 55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B464－ 2 〃 クビ 18．2�
11 アイノカケハシ 牝5鹿 55 戸崎 圭太國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 438± 02：03．5� 10．0
55 ウェルブレッド 牡5黒鹿57 菱田 裕二 �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 22：03．6クビ 23．1�
33 ラ ペ ル ト ワ 牝4青 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 510－ 62：03．81� 54．2�
812 ウエスタンエスプリ 牡4鹿 57 柴田 善臣西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム 512－ 22：04．12 16．5�
68 ブレイクマイハート 牝4鹿 55 松岡 正海嶋田 賢氏 国枝 栄 日高 シンコーファーム 440－ 62：04．2クビ 5．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，507，100円 複勝： 56，490，900円 枠連： 22，578，800円
馬連： 110，924，700円 馬単： 45，218，300円 ワイド： 60，502，500円
3連複： 136，252，500円 3連単： 187，208，500円 計： 660，683，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 310円 � 140円 � 860円 枠 連（5－7） 920円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 580円 �� 3，580円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 12，570円 3 連 単 ��� 61，520円

票 数

単勝票数 計 415071 的中 � 35656（3番人気）
複勝票数 計 564909 的中 � 41223（6番人気）� 141314（1番人気）� 12533（11番人気）
枠連票数 計 225788 的中 （5－7） 18914（2番人気）
馬連票数 計1109247 的中 �� 55386（5番人気）
馬単票数 計 452183 的中 �� 9253（11番人気）
ワイド票数 計 605025 的中 �� 28506（4番人気）�� 4146（48番人気）�� 8863（23番人気）
3連複票数 計1362525 的中 ��� 8127（46番人気）
3連単票数 計1872085 的中 ��� 2206（206番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．2―38．4―50．9―1：03．7―1：15．8―1：28．0―1：39．9―1：51．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジョンブドール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2014．12．20 中山3着

2012．4．3生 牝5鹿 母 シャープキック 母母 ペッパーキャロル 14戦2勝 賞金 16，800，000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2日 晴 良 （29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，28．4．2以降29．3．26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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

11 ウインブルーローズ 牡5鹿 54 吉田 隼人�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 488± 02：37．6 25．9�
33 ステイブラビッシモ 牡4鹿 56 大野 拓弥草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 462－ 22：37．7� 5．7�
44 ウインヴォラーレ 牡4黒鹿55 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 2 〃 アタマ 12．4�
56 マイネルフレスコ 牡6栗 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 480± 02：37．91� 7．3�
22 サブライムカイザー 牡5鹿 57 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 500－ 4 〃 クビ 5．3�
55 	 ケージーキンカメ 牡6黒鹿54 酒井 学岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 472－ 42：38．21
 11．2	
67 マイネルクラフト 牡4黒鹿55 柴田 大知 �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 B482＋ 2 〃 クビ 2．9

811 サウンドメモリー 牡6鹿 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 498＋ 22：38．41� 40．2�
812 グリントオブライト 牝4栗 53 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 438－ 6 〃 ハナ 8．1
710 キールコネクション 牡5栗 54 黛 弘人水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B474－102：38．82� 62．7�
68 タケルラムセス 牡5鹿 55 勝浦 正樹森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 484－ 22：38．9クビ 27．0�
79 	 エルドリッジ 牡7青鹿53 的場 勇人一村 哲也氏 高木 登 むかわ 桑原牧場 522＋ 22：39．0
 134．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 49，648，900円 複勝： 77，506，400円 枠連： 27，585，400円
馬連： 148，084，400円 馬単： 61，049，600円 ワイド： 75，376，200円
3連複： 188，574，700円 3連単： 268，821，600円 計： 896，647，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，590円 複 勝 � 710円 � 210円 � 340円 枠 連（1－3） 7，100円

馬 連 �� 6，270円 馬 単 �� 14，050円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 2，650円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 14，770円 3 連 単 ��� 114，040円

票 数

単勝票数 計 496489 的中 � 15298（8番人気）
複勝票数 計 775064 的中 � 24448（9番人気）� 112653（2番人気）� 57418（7番人気）
枠連票数 計 275854 的中 （1－3） 3010（23番人気）
馬連票数 計1480844 的中 �� 19458（24番人気）
馬単票数 計 610496 的中 �� 3258（51番人気）
ワイド票数 計 753762 的中 �� 10729（23番人気）�� 7185（34番人気）�� 18793（14番人気）
3連複票数 計1885747 的中 ��� 9574（53番人気）
3連単票数 計2688216 的中 ��� 1709（374番人気）

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

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―19．8―32．6―45．8―59．1―1：12．7―1：25．5―1：38．6―1：50．8―2：02．7―2：14．3―2：25．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインブルーローズ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．10．19 東京6着

2012．5．22生 牡5鹿 母 ハリウッドローズ 母母 ユキノローズ 25戦3勝 賞金 45，131，000円

09046 4月2日 晴 重 （29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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

89 � リゾネーター 牡3鹿 56 木幡 巧也 �シルクレーシング 牧 光二 米 Hubert
Vester B540＋ 81：52．6 2．4�

44 サンライズノヴァ 牡3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 532－ 41：53．34 2．6�
66 グランドディアマン 牡3鹿 56 大野 拓弥田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 笹島 政信 504± 01：53．72	 6．5�
22 シゲルベンガルトラ 牡3栗 56 北村 宏司森中 蕃氏 服部 利之 新冠 石田牧場 442－ 41：54．55 11．5�
33 グッドヒューマー 牡3栗 56 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 466＋ 21：54．6クビ 7．8	
78 ブルベアバブーン 牡3栗 56 北村 友一 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新冠 中本牧場 504＋ 61：55．02	 36．6

11 ノーブルサターン 牡3黒鹿56 
島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 500－ 41：55．21� 23．8�
810 シゲルコング 牡3鹿 57 柴山 雄一森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 増本 良孝 496－ 41：56．69 26．2�

（8頭）
55 リヴェルディ 牡3鹿 56 吉田 隼人�佐藤牧場 中川 公成 平取 スガタ牧場 508－ 6 （競走除外）

（法634）

77 ハイパーノヴァ 牡3栃栗56 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 486－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 60，671，800円 複勝： 60，781，300円 枠連： 29，273，400円
馬連： 136，363，200円 馬単： 65，254，700円 ワイド： 61，613，000円
3連複： 132，223，600円 3連単： 284，801，100円 計： 830，982，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（4－8） 360円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 170円 �� 310円 �� 240円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 1，930円

票 数

単勝票数 差引計 606718（返還計 33367） 的中 � 195977（1番人気）
複勝票数 差引計 607813（返還計 35594） 的中 � 144534（2番人気）� 192022（1番人気）� 75240（3番人気）
枠連票数 差引計 292734（返還計 12667） 的中 （4－8） 62845（1番人気）
馬連票数 差引計1363632（返還計361468） 的中 �� 300900（1番人気）
馬単票数 差引計 652547（返還計135760） 的中 �� 79156（1番人気）
ワイド票数 差引計 616130（返還計 98302） 的中 �� 110283（1番人気）�� 43376（4番人気）�� 60510（2番人気）
3連複票数 差引計1322236（返還計564591） 的中 ��� 172929（1番人気）
3連単票数 差引計2848011（返還計1043054） 的中 ��� 106485（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―38．1―50．9―1：03．2―1：15．4―1：27．6―1：39．8

コーナー
通過順位

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

2
4

・（10，1，6）9（2，3，4）－8・（6，9）1（10，4）（2，3）－8
勝馬の
紹 介

�リゾネーター 
�
父 Blame 

�
母父 Tabasco Cat デビュー 2016．8．14 新潟4着

2014．4．23生 牡3鹿 母 Bluegrass Sara 母母 Saratoga Babe 4戦3勝 賞金 31，517，000円
〔競走除外〕 ハイパーノヴァ号は，装鞍所で放馬した際，他の馬に蹴られ，疾病〔胸部挫創〕を発症したため競走除外。

リヴェルディ号は，装鞍所で疾病〔左後管部挫創〕を発症したため競走除外。

２レース目



09047 4月2日 晴 良 （29中山3）第4日 第11競走 ��
��1，200�船橋市市制施行80周年記念

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

47 アルティマブラッド 牝5青鹿55 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 476－141：08．9 11．2�
23 レーヴムーン 牡4黒鹿57 A．シュタルケニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 470－101：09．0� 8．4�

（独）

48 シゲルノコギリザメ 牡4黒鹿57 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 浦河 ガーベラパー
クスタツド 486－ 4 〃 クビ 8．1�

11 アルマエルナト 	6栗 57 柴田 大知コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 468－ 61：09．1クビ 29．0�
12 デンコウウノ 牡6鹿 57 
島 良太田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 498± 0 〃 アタマ 43．4	
59 ニシノラディアント 牡4鹿 57 松岡 正海西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 488－ 6 〃 クビ 17．5

815 アレスバローズ 牡5黒鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 486－10 〃 同着 13．7�
612 プレイズエターナル 牡7黒鹿57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B490－ 4 〃 ハナ 10．9�
36 モズハツコイ 牝6芦 55 吉田 隼人 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 上山牧場 478＋ 4 〃 ハナ 71．9
714 オーヴィレール 牝4芦 55 北村 友一下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 484＋ 6 〃 アタマ 3．9�
35 フルールシチー 牝6鹿 55 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 518－ 8 〃 ハナ 76．4�
510 ナイトフォックス 牡5鹿 57 柴田 善臣石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 61：09．2クビ 30．5�
24 イ オ ラ ニ 	6黒鹿57 木幡 巧也 �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 B492－ 41：09．3� 16．0�
713 ダイワダッチェス 牝4鹿 55 戸崎 圭太大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 474－ 6 〃 アタマ 4．5�
611 マレボプール 牡4鹿 57 石川裕紀人 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム B520－ 61：10．15 83．1�
816 オルレアンローズ 牝4鹿 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 新冠 ヒカル牧場 478－ 81：10．2クビ 33．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 76，312，200円 複勝： 112，376，600円 枠連： 93，872，200円
馬連： 342，819，300円 馬単： 132，091，500円 ワイド： 149，190，200円
3連複： 511，326，600円 3連単： 711，503，300円 計： 2，129，491，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 360円 � 300円 � 300円 枠 連（2－4） 1，480円

馬 連 �� 5，040円 馬 単 �� 9，920円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 1，720円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 15，200円 3 連 単 ��� 107，440円

票 数

単勝票数 計 763122 的中 � 54463（6番人気）
複勝票数 計1123766 的中 � 80360（6番人気）� 99199（5番人気）� 99242（4番人気）
枠連票数 計 938722 的中 （2－4） 48986（7番人気）
馬連票数 計3428193 的中 �� 55965（18番人気）
馬単票数 計1320915 的中 �� 9978（36番人気）
ワイド票数 計1491902 的中 �� 22337（16番人気）�� 22311（17番人気）�� 26888（14番人気）
3連複票数 計5113266 的中 ��� 25221（50番人気）
3連単票数 計7115033 的中 ��� 4801（351番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．2―11．3―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．0―45．3―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．9
3 4，6（7，8）（2，9）（3，14，11）（5，10）（1，12，13，15）－16 4 4，6，7（2，8）（1，3，9）（5，10，14）（12，15）（13，11）16

勝馬の
紹 介

アルティマブラッド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．12．20 阪神5着

2012．4．30生 牝5青鹿 母 アルティマトゥーレ 母母 エアトゥーレ 22戦5勝 賞金 88，679，000円
〔制裁〕 デンコウウノ号の騎手
島良太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番・9番）
※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 ドリームドルチェ号
※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。

09048 4月2日 晴 重 （29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

816 タイセイラナキラ 牝4栗 55
53 △木幡 巧也田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 藤春 修二 498－121：11．2 10．8�

48 ダイワエキスパート 牡5芦 57 石川裕紀人大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452± 01：11．3� 15．7�
36 ヨウライフク �5栗 57 大野 拓弥小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 B500－ 8 〃 クビ 5．3�
611 シゲルヒラマサ 牡4芦 57

54 ▲武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 476＋ 41：11．4クビ 41．0�
35 トウショウカウント 牡5栗 57

55 △井上 敏樹トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 518－ 21：11．5� 31．9�
612 トモトモリバー 牝4鹿 55 江田 照男斉藤 等氏 本間 忍 浦河 秋場牧場 472＋ 61：11．6� 7．9	
714 ワ ン ボ ー イ 牡5栗 57 田中 勝春稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 498－ 21：11．7クビ 28．5

47 トーセンミッション 牡5栗 57 横山 和生島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ

スティファーム B518＋ 2 〃 クビ 30．9�
713 セクシーボーイ 牡6鹿 57 田辺 裕信 �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 B486－ 81：11．8クビ 13．5
12 エビスリアン 牡4鹿 57 菱田 裕二加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 B474± 0 〃 ハナ 11．9�
59 タケルラグーン 牡5鹿 57 戸崎 圭太森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 484± 0 〃 クビ 2．3�
24 ウィズエモーション 牝4鹿 55 北村 宏司 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 480－ 41：11．9� 67．2�
510 アドマイヤスパーズ 牡7鹿 57 北村 友一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 484－ 4 〃 アタマ 34．2�
11 	 フ ィ ラ ー レ 牡6黒鹿57 蛯名 正義岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 土居 忠吉 B474± 01：12．32� 116．6�
23 ル イ カ ズ マ 牡6鹿 57 幸 英明合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか グランド牧場 496± 01：12．4� 95．6�
815 ヒカルランナー 牡8鹿 57

54 ▲菊沢 一樹安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 522± 01：12．93 202．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 86，726，200円 複勝： 116，057，800円 枠連： 59，491，800円
馬連： 265，878，800円 馬単： 107，865，900円 ワイド： 138，262，000円
3連複： 358，167，400円 3連単： 526，213，200円 計： 1，658，663，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 400円 � 390円 � 230円 枠 連（4－8） 6，360円

馬 連 �� 10，530円 馬 単 �� 18，550円

ワ イ ド �� 3，230円 �� 1，100円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 15，340円 3 連 単 ��� 110，190円

票 数

単勝票数 計 867262 的中 � 64231（4番人気）
複勝票数 計1160578 的中 � 70532（7番人気）� 73576（6番人気）� 150943（2番人気）
枠連票数 計 594918 的中 （4－8） 7242（22番人気）
馬連票数 計2658788 的中 �� 20800（34番人気）
馬単票数 計1078659 的中 �� 4359（59番人気）
ワイド票数 計1382620 的中 �� 10780（36番人気）�� 33080（8番人気）�� 19420（18番人気）
3連複票数 計3581674 的中 ��� 17506（47番人気）
3連単票数 計5262132 的中 ��� 3462（366番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．8―11．7―11．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―35．0―46．7―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．2
3 16，6，8（2，4）（5，12）（1，14）（10，11，13）（3，7）（9，15） 4 16－6（2，8）（4，12）5（1，14，11）（3，10，13）7－（9，15）

勝馬の
紹 介

タイセイラナキラ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 エ ブ ロ ス デビュー 2016．2．7 東京3着

2013．4．27生 牝4栗 母 ヒビキウィン 母母 カチウマキャシー 11戦3勝 賞金 27，000，000円

４レース目



（29中山3）第4日 4月2日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 165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
5，060，000円
12，200，000円
1，170，000円
23，020，000円
66，691，000円
5，104，800円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
534，514，600円
867，003，700円
360，708，600円
1，511，337，700円
679，738，900円
781，336，600円
2，001，740，100円
3，012，052，500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 9，748，432，700円

総入場人員 26，116名 （有料入場人員 23，939名）
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