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09049 4月8日 小雨 不良 （29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

714 メイショウルミナス 牝3黒鹿54 田辺 裕信松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 456± 01：11．1 2．7�
59 ノリノリコユキ 牝3鹿 54 戸崎 圭太大久保和夫氏 勢司 和浩 日高 厚賀古川牧場 424± 01：11．2� 4．2�
815 グマナスティ 牝3鹿 54 松岡 正海宮城 寛也氏 手塚 貴久 浦河 高村牧場 B442－ 21：11．41� 5．9�
35 ホーセズネック 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史�イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 454± 01：11．82� 5．3�
612 スカイソング 牝3芦 54 内田 博幸西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター 470＋ 41：11．9クビ 7．6�
47 パシオンシャンス 牝3栗 54 江田 照男ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 猿橋 義昭 452＋ 2 〃 クビ 39．9	
48 ドナペリドット 牝3青鹿54 岩田 康誠田
 秀郎氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 460＋ 21：12．0クビ 24．3�
713 シゲルパンダ 牝3栗 54 柴田 大知森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 390± 01：12．42� 33．2�
36 ハッピークイン 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上 悦夫 498－ 41：12．5クビ 154．8
11 トーアポリネシア 牝3鹿 54 武士沢友治高山ランド� 加藤 和宏 豊浦トーア牧場 478－ 61：12．6� 43．2�
510 リ カ セ ン ス 牝3黒鹿54 長岡 禎仁 TURH 浅野洋一郎 新ひだか 高橋 義浩 404－ 41：12．81� 309．7�
12 ワガミヨニフル 牝3栗 54 大野 拓弥内田 玄祥氏 松山 将樹 新ひだか 上村 清志 484＋ 21：13．75 54．5�
23 スターカプリーヌ 牝3栗 54 木幡 初広�髙昭牧場 伊藤 伸一 浦河 高昭牧場 482－ 21：13．8� 175．3�
611 トップシークレット 牝3栗 54 北村 宏司井手 慶祐氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 41：14．01� 188．9�
24 スカーレットベスト 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎�須野牧場 大和田 成 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 422 ―1：14．1� 143．2�

816 スプリングアゲン 牝3鹿 54 中谷 雄太浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 スイートフアーム 438－ 21：14．52� 130．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，716，600円 複勝： 41，541，900円 枠連： 14，402，400円
馬連： 58，540，200円 馬単： 27，154，600円 ワイド： 35，827，700円
3連複： 83，814，300円 3連単： 103，976，000円 計： 391，973，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 130円 � 150円 枠 連（5－7） 590円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 250円 �� 240円 �� 350円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 3，300円

票 数

単勝票数 計 267166 的中 � 76723（1番人気）
複勝票数 計 415419 的中 � 107672（1番人気）� 76161（2番人気）� 61495（4番人気）
枠連票数 計 144024 的中 （5－7） 18883（2番人気）
馬連票数 計 585402 的中 �� 72231（1番人気）
馬単票数 計 271546 的中 �� 20772（1番人気）
ワイド票数 計 358277 的中 �� 37548（2番人気）�� 39562（1番人気）�� 23902（3番人気）
3連複票数 計 838143 的中 ��� 68099（1番人気）
3連単票数 計1039760 的中 ��� 22831（1番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―12．1―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．7―46．8―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウルミナス �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．10．8 東京6着

2014．4．22生 牝3黒鹿 母 メイショウマリア 母母 メイショウサブリナ 6戦1勝 賞金 6，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリノカグヤヒメ号

09050 4月8日 小雨 不良 （29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

57 リヴァイアサン 牡3鹿 56 岩田 康誠星野 祐介氏 相沢 郁 青森 ユーコー牧場 B500± 01：54．0 3．7�
711 エルドールサージュ 牡3栗 56 田辺 裕信原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 21：54．21� 3．3�
610 コ ハ ク 牡3栗 56 戸崎 圭太中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 452＋ 41：54．52 10．5�
45 シグネットリング 牡3黒鹿56 横山 典弘 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム 496－ 21：54．6� 4．5�
34 シンボリスーマラン 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 474－ 4 〃 クビ 23．1�
22 シ ュ タ ル ク 牡3鹿 56 北村 宏司篠田くみ子氏 大竹 正博 日高 高山 博 476＋ 61：54．7クビ 70．5	
46 ダンディードリーム 牡3黒鹿56 江田 照男 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 日高 三輪牧場 498± 01：55．44 42．4

11 ゴールドアドミラル 牡3芦 56 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 日高 シンボリ牧場 496－ 41：55．61� 9．8�
814 デ リ ツ ィ エ 牝3栗 54 石川裕紀人 �二風谷ファーム 田島 俊明 平取 びらとり牧場 418－ 21：55．91� 121．1�
712 サーストンバッカ 牡3黒鹿56 吉田 隼人齊藤 宣勝氏 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 81：56．11 25．6
33 マスカレードシチー 牡3青鹿56 柴田 大知 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 浦河 桑田牧場 B486－ 2 〃 ハナ 11．6�
813 アルミランテ 牡3黒鹿56 吉田 豊金山 敏也氏 尾関 知人 むかわ 上水牧場 468＋ 41：56．73� 53．7�
69 ディーエスレイダー 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 450－ 21：56．8� 35．9�
58 サ ラ ノ ア 牝3黒鹿54 長岡 禎仁加藤 光淑氏 小島 茂之 新ひだか 木村 秀則 422－ 2 （競走中止） 235．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，806，600円 複勝： 37，014，600円 枠連： 13，367，300円
馬連： 56，174，000円 馬単： 26，086，300円 ワイド： 34，394，900円
3連複： 77，469，500円 3連単： 94，492，800円 計： 363，806，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 120円 � 240円 枠 連（5－7） 570円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 310円 �� 570円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 4，410円

票 数

単勝票数 計 248066 的中 � 52971（2番人気）
複勝票数 計 370146 的中 � 51251（3番人気）� 107046（1番人気）� 29157（5番人気）
枠連票数 計 133673 的中 （5－7） 17943（1番人気）
馬連票数 計 561740 的中 �� 87010（1番人気）
馬単票数 計 260863 的中 �� 19547（1番人気）
ワイド票数 計 343949 的中 �� 30515（2番人気）�� 14591（6番人気）�� 19763（3番人気）
3連複票数 計 774695 的中 ��� 52416（1番人気）
3連単票数 計 944928 的中 ��� 15510（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―38．0―51．2―1：03．6―1：16．1―1：28．7―1：41．1

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

リヴァイアサン �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2016．10．9 東京3着

2014．2．8生 牡3鹿 母 ゴーオンマイウェイ 母母 シーキングロイヤル 5戦1勝 賞金 7，550，000円
〔競走中止〕 サラノア号は，4コーナー手前で前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 サラノア号の騎手長岡禎仁は，4コーナー手前での御法（前の馬に接触した）について過怠金100，000円。（被害馬：9番・6

番・3番・12番）
※出走取消馬 リバーサルフィルム号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

第３回 中山競馬 第５日



09051 4月8日 小雨 不良 （29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

12 アシャカセルクル 牡3黒鹿 56
55 ☆木幡 巧也吉冨 学氏 小笠 倫弘 日高 豊洋牧場 504＋ 61：10．7 2．1�

24 ヘ ル デ ィ ン 牝3青鹿54 内田 博幸金山 敏也氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 420＋ 21：11．02 13．9�

36 ウォーターメロン 牡3鹿 56 大野 拓弥大島有志生氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B514－121：11．74 6．4�
612 ノアブリジット 牝3栗 54 江田 照男佐山 公男氏 天間 昭一 日高 千葉飯田牧場 472＋ 2 〃 クビ 32．6�
816 キャプテンハウテン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 468－101：12．12� 12．2�
11 リョウランプリーモ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史佐藤 啓子氏 小野 次郎 浦河 信岡牧場 460＋ 21：12．2� 16．5�
59 キャプテンルフィ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 476± 01：12．51� 4．0	
35 クルクルミラクル 牝3鹿 54 吉田 隼人伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 470 ―1：12．6� 85．0

611 サンデトロイト 牡3青鹿56 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 4 〃 ハナ 361．9�
714 デルマイヨマンテ 牡3栗 56 田中 勝春浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 450－ 61：12．8� 56．3
510 ロードミュートス 牡3栗 56 A．シュタルケ �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 494＋ 21：13．12 21．3�

（独）

23 ネコフッピー 牝3鹿 54
51 ▲野中悠太郎桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 須崎牧場 414－ 4 〃 ハナ 29．6�

713 オーネットマーロン 牡3鹿 56 岩田 康誠醍醐 伸之氏 戸田 博文 浦河 有限会社
松田牧場 428－ 21：13．2クビ 71．4�

48 グラスリーケット �3栗 56 石川裕紀人加藤 徹氏 松永 康利 新ひだか 畠山牧場 488＋101：13．83� 252．3�
47 フェスティヴドレス 牝3栗 54 柴田 善臣臼井義太郎氏 本間 忍 新冠 細川農場 416＋ 21：13．9� 283．7�
815 ストリートダイナー 牝3鹿 54 菱田 裕二嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 424 ―1：14．32� 63．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，498，200円 複勝： 33，362，100円 枠連： 16，009，800円
馬連： 53，262，600円 馬単： 27，026，700円 ワイド： 35，220，200円
3連複： 76，361，600円 3連単： 90，973，900円 計： 362，715，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 230円 � 180円 枠 連（1－2） 960円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 610円 �� 370円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 8，780円

票 数

単勝票数 計 304982 的中 � 110991（1番人気）
複勝票数 計 333621 的中 � 82342（1番人気）� 30039（4番人気）� 44443（3番人気）
枠連票数 計 160098 的中 （1－2） 12904（3番人気）
馬連票数 計 532626 的中 �� 30208（4番人気）
馬単票数 計 270267 的中 �� 10187（5番人気）
ワイド票数 計 352202 的中 �� 14390（6番人気）�� 26167（2番人気）�� 10734（9番人気）
3連複票数 計 763616 的中 ��� 25252（4番人気）
3連単票数 計 909739 的中 ��� 7507（15番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．3―12．0―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．8―45．8―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アシャカセルクル �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．8．14 新潟11着

2014．3．24生 牡3黒鹿 母 プレトリアン 母母 フォースエネミー 5戦1勝 賞金 9，000，000円
〔騎手変更〕 グラスリーケット号の騎手長岡禎仁は，第2競走での落馬による検査のため石川裕紀人に変更。
〔発走状況〕 ウォーターメロン号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※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。

09052 4月8日 小雨 不良 （29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

59 グレイスニコ 牝3栗 54 横山 典弘島川 �哉氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 458－ 21：54．1 3．2�
714 メイスンブルーム 牝3黒鹿54 田辺 裕信梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 本巣 一敏 452－ 61：54．2� 5．9�
510 ノーブルクラウン 牝3鹿 54 内田 博幸 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B512－ 61：54．41� 4．3�
24 デルマカゼタチヌ 牝3栗 54 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 444－ 61：54．71� 12．4�
36 ナ オ ト ラ 牝3黒鹿54 吉田 豊吉川 朋宏氏 竹内 正洋 新ひだか 桜井牧場 426± 0 〃 アタマ 11．3	
48 エオスフォス 牝3鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新冠 小泉 学 488－101：54．91� 4．5

12 アバンドーネ 牝3鹿 54 江田 照男�ラ・メール 田村 康仁 浦河 山下 恭茂 470－ 21：55．0� 50．6�
612 クリノアンヌ 牝3栃栗54 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 456± 01：55．85 213．6
713 イノデザイヤ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 山際牧場 460－ 81：55．9クビ 130．5�
23 ルートフォーミー 牝3黒鹿54 岩田 康誠前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋ 41：56．0� 47．0�
611 コースタルブルー 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 446－ 8 〃 クビ 308．3�
815 ノーブルリング 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新ひだか 有限会社石川牧場 494－ 21：56．1クビ 214．3�
11 トロイメライ 牝3黒鹿54 柴田 大知飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B512－ 61：56．2� 37．9�
47 コウユーモエルコイ 牝3黒鹿54 平野 優加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 450－ 61：56．41� 370．4�
816 カズノスイセイ 牝3黒鹿54 北村 宏司鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 前川 正美 480＋ 21：57．25 17．0�
35 ロングマリアベール 牝3黒鹿54 松山 弘平飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 422－201：58．810 189．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，052，300円 複勝： 38，081，200円 枠連： 16，293，100円
馬連： 55，672，100円 馬単： 26，366，600円 ワイド： 34，042，500円
3連複： 70，843，300円 3連単： 91，645，200円 計： 357，996，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 180円 � 160円 枠 連（5－7） 570円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 410円 �� 370円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 8，710円

票 数

単勝票数 計 250523 的中 � 62139（1番人気）
複勝票数 計 380812 的中 � 82507（1番人気）� 47313（4番人気）� 60876（3番人気）
枠連票数 計 162931 的中 （5－7） 21951（2番人気）
馬連票数 計 556721 的中 �� 45335（3番人気）
馬単票数 計 263666 的中 �� 11776（4番人気）
ワイド票数 計 340425 的中 �� 21202（4番人気）�� 23828（2番人気）�� 18665（5番人気）
3連複票数 計 708433 的中 ��� 34103（3番人気）
3連単票数 計 916452 的中 ��� 7627（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．6―50．4―1：02．6―1：15．0―1：27．8―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．1
1
3
10，14（8，16）（9，15）4（6，13）2，5（1，11）－7，12＝3
10，14，16（8，9）15（4，13）（2，6，11）12，5，1－7＝3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グレイスニコ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Storm Cat デビュー 2017．2．19 東京7着

2014．3．3生 牝3栗 母 デルモニコキャット 母母 Glass Ceiling 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔騎手変更〕 トロイメライ号の騎手長岡禎仁は，第2競走での落馬負傷のため柴田大知に変更。
〔制裁〕 デルマカゼタチヌ号の騎手戸崎圭太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番・15番・13番）
〔その他〕 ノーブルクラウン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ノーブルクラウン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年5月8日まで出走できない。



09053 4月8日 小雨 稍重 （29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

11 ヘリファルテ 牡3鹿 56 A．シュタルケ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B484 ―2：04．3 4．8�
（独）

48 ハードアタック 牡3黒鹿56 内田 博幸島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ
スティファーム 488－ 8 〃 クビ 4．2�

23 クリップスプリンガ 牡3鹿 56 田中 勝春山下 良子氏 的場 均 新冠 ヤマタケ牧場 426－ 62：04．72� 19．0�
36 ヤマニンゼーレ 牡3鹿 56 柴田 善臣土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 490＋142：04．91� 77．4�
818 マイネルハレオ 牡3栗 56 嘉藤 貴行 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 418－ 22：05．0� 105．5

510 メイプルストロング 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 504－ 2 〃 クビ 7．2�
12 ジュンマシュウ 牡3黒鹿56 大野 拓弥河合 純二氏 斎藤 誠 洞�湖 レイクヴィラファーム 514－142：05．1� 9．4�
713 アルーリングデイズ �3黒鹿56 松岡 正海 �社台レースホース武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 62：05．2クビ 37．2
817 エンジェルドンキ 牝3黒鹿54 北村 宏司廣崎利洋HD	 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 474 ―2：05．3� 15．9�
715 マイネルクラース 牡3鹿 56 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 42：05．4� 5．2�
59 ルーラーキング 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也宮本 貞雄氏 小笠 倫弘 日高 石原牧場 466－ 22：05．5� 11．0�
714 インペリアルフィズ 牡3栗 56 田辺 裕信 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 462－ 42：05．6クビ 19．1�
47 ト ゥ ー シ ェ 牝3栗 54 戸崎 圭太	ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464 ―2：06．55 30．2�
611 ルチアーノカフェ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 480＋ 22：06．71	 387．5�
24 ジャガーゲイム �3栗 56 江田 照男山田 弘氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 428－14 〃 アタマ 348．1�
35 テイエムシャッフル 牡3黒鹿56 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 帰山 清貴 502± 02：06．91	 53．2�
816 ライフライン 牡3鹿 56 中谷 雄太�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B474－ 42：07．53� 549．7�
612 エリーヒストリー 牝3鹿 54 松山 弘平谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 470－ 62：07．6� 271．0�
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売 得 金
単勝： 29，547，800円 複勝： 42，664，800円 枠連： 21，104，400円
馬連： 61，683，900円 馬単： 26，170，600円 ワイド： 41，807，800円
3連複： 83，388，600円 3連単： 92，368，800円 計： 398，736，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 260円 � 170円 � 400円 枠 連（1－4） 830円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，850円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 9，350円 3 連 単 ��� 38，590円

票 数

単勝票数 計 295478 的中 � 48803（2番人気）
複勝票数 計 426648 的中 � 40295（4番人気）� 81869（1番人気）� 23341（7番人気）
枠連票数 計 211044 的中 （1－4） 19534（5番人気）
馬連票数 計 616839 的中 �� 28092（4番人気）
馬単票数 計 261706 的中 �� 6902（5番人気）
ワイド票数 計 418078 的中 �� 17474（4番人気）�� 5583（23番人気）�� 9854（11番人気）
3連複票数 計 833886 的中 ��� 6684（29番人気）
3連単票数 計 923688 的中 ��� 1735（98番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―37．2―49．6―1：02．1―1：14．6―1：26．7―1：39．3―1：52．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ヘリファルテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Medicean 初出走

2014．4．9生 牡3鹿 母 シ ユ ー マ 母母 Sichilla 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 ジャガーゲイム号の騎手長岡禎仁は，第2競走での落馬負傷のため江田照男に変更。
〔制裁〕 アルーリングデイズ号の騎手松岡正海は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・18番）

ジュンマシュウ号の騎手大野拓弥は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：16番・9番・17
番・15番）

〔その他〕 アルーリングデイズ号は，1コーナー手前で外側に逃避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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 キャプテンワイルド号・サウスディアマンテ号・ホーガンブリッジ号
※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。

09054 4月8日 曇 不良 （29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

814 ニーマルサンデー 牡3青鹿56 吉田 豊板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 464－ 21：52．0 1．5�
610 オ ー ル デ ン 牡3鹿 56 田辺 裕信金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 446－ 81：52．63� 3．9�
712 ペイシャリル 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎北所 直人氏 青木 孝文 様似 清水スタッド 470－ 2 〃 アタマ 19．4�
813 ドラゴンワーグナー 牡3栗 56 北村 宏司窪田 康志氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 476－ 81：53．98 11．1�
58 モンスーンジャイア 牡3栗 56 大野 拓弥大塚 亮一氏 新開 幸一 浦河 浦河小林牧場 446－ 21：54．11 93．6�
711 グロースアルティヒ 牡3鹿 56 内田 博幸白井 岳氏 黒岩 陽一 浦河 絵笛牧場 480± 01：55．16 14．2�
45 ウイントリニティー 牡3鹿 56 松岡 正海	ウイン 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 482－ 41：55．42 20．9

57 ベストダンス 牡3黒鹿56 岩田 康誠平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 486－ 21：55．5クビ 16．2�
22 ヤマニンレナータ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 452－141：55．82 404．8�
33 コルビージャック 牡3黒鹿56 田中 勝春四本 昭弘氏 金成 貴史 新冠 松浦牧場 482－121：56．12 160．0
34 チチブリュウセイ 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也	明栄商事 松山 将樹 浦河 バンブー牧場 536－ 6 〃 ハナ 255．6�
69 フィフティマッハ �3黒鹿56 岩部 純二星野 壽市氏 上原 博之 日高 前野牧場 464－161：56．42 282．8�
46 デルマオウショウ 牡3青鹿56 石川裕紀人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 536 ―1：56．61 58．9�
11 スピニングスターズ 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史加藤 晃央氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 498－ 21：56．92 212．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，326，300円 複勝： 94，323，100円 枠連： 17，722，100円
馬連： 57，971，400円 馬単： 38，620，900円 ワイド： 35，231，400円
3連複： 74，195，600円 3連単： 139，213，000円 計： 484，603，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 230円 枠 連（6－8） 270円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 180円 �� 450円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 3，270円

票 数

単勝票数 計 273263 的中 � 136800（1番人気）
複勝票数 計 943231 的中 � 696876（1番人気）� 58635（2番人気）� 27979（5番人気）
枠連票数 計 177221 的中 （6－8） 50796（1番人気）
馬連票数 計 579714 的中 �� 152851（1番人気）
馬単票数 計 386209 的中 �� 68179（1番人気）
ワイド票数 計 352314 的中 �� 65104（1番人気）�� 17595（6番人気）�� 9133（10番人気）
3連複票数 計 741956 的中 ��� 47680（4番人気）
3連単票数 計1392130 的中 ��� 30795（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．3―50．3―1：02．7―1：14．8―1：26．8―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニーマルサンデー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．7．31 新潟8着

2014．3．2生 牡3青鹿 母 ソ ー ゴ ル 母母 Arruhan 6戦1勝 賞金 11，000，000円
〔騎手変更〕 デルマオウショウ号の騎手長岡禎仁は，第2競走での落馬負傷のため石川裕紀人に変更。
〔発走状況〕 グロースアルティヒ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※ヤマニンレナータ号は，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8日 曇 不良 （29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

48 アシャカダイキ 牝3鹿 54 石川裕紀人吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 476－101：10．5 2．8�
36 エ ッ シ ャ ー 牡3栗 56 戸崎 圭太小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 488＋10 〃 アタマ 6．8�
714 シーエーパイロット 牝3黒鹿54 大野 拓弥小林 弘明氏 勢司 和浩 平取 坂東牧場 474± 01：10．92� 13．3�
35 リトルレグルス 牡3鹿 56 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 500＋ 61：11．0� 18．7�
23 プリティマックス 牝3栗 54 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 434＋101：11．1� 24．5�
47 アースヴィグラス 牝3鹿 54 柴田 大知松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 432＋ 4 〃 アタマ 46．2�
815 アメイズミー 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也	G1レーシング 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460± 01：11．2� 5．2


24 ケイティクエスト 牡3鹿 56 吉田 豊瀧本 和義氏 蛯名 利弘 新冠 石田牧場 452－ 2 〃 ハナ 128．4�
713 ヴィーグリーズ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 健太郎 472＋ 41：11．41 64．8
612 ジョーカトゥーラ 牡3黒鹿56 吉田 隼人上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 山際牧場 536－ 61：11．61� 12．0�
11 サ ル タ ー ト 牝3栗 54 菱田 裕二 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 444± 01：11．7� 42．4�
816 オモイサイフ 牡3栗 56 松山 弘平小田切有一氏 谷 潔 浦河 荻伏三好フ

アーム 500＋ 4 〃 アタマ 70．4�
12 � チェリースプリング 牝3芦 54

51 ▲野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 大成牧場 440＋ 61：11．8クビ 181．1�
611 タケデンサンダー 牡3栗 56 横山 典弘武市 弘氏 武市 康男 新ひだか 沖田 哲夫 462－ 61：12．12 43．1�
59 オ リ エ ン ト 牡3鹿 56 A．シュタルケ 石川 達絵氏 藤岡 健一 新ひだか 嶋田牧場 530＋161：14．2大差 7．8�

（独）

510 ポンテドーロ 牡3鹿 56 田辺 裕信櫻井 盛夫氏 久保田貴士 新ひだか 有限会社石川牧場 490－ 2 （競走中止） 14．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，656，700円 複勝： 56，755，900円 枠連： 22，162，300円
馬連： 85，005，400円 馬単： 37，518，700円 ワイド： 50，418，200円
3連複： 111，059，500円 3連単： 127，651，800円 計： 526，228，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 210円 � 290円 枠 連（3－4） 660円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 500円 �� 910円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 6，780円 3 連 単 ��� 23，570円

票 数

単勝票数 計 356567 的中 � 100788（1番人気）
複勝票数 計 567559 的中 � 154837（1番人気）� 63588（3番人気）� 38721（5番人気）
枠連票数 計 221623 的中 （3－4） 25880（1番人気）
馬連票数 計 850054 的中 �� 54781（2番人気）
馬単票数 計 375187 的中 �� 16236（2番人気）
ワイド票数 計 504182 的中 �� 27860（2番人気）�� 14066（9番人気）�� 6308（23番人気）
3連複票数 計1110595 的中 ��� 12278（20番人気）
3連単票数 計1276518 的中 ��� 3926（42番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．5―11．9―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．1―46．0―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．4
3 2（3，6）1（5，8，11）12（4，14，9，15）－7，13，16 4 2（3，6）（1，5，8，11）（4，14，12）（7，15）（13，9）16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アシャカダイキ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2016．9．17 中山5着

2014．2．8生 牝3鹿 母 レ ツ ィ ー ナ 母母 タニウインドタイム 7戦2勝 賞金 17，700，000円
〔競走中止〕 ポンテドーロ号は，競走中に疾病〔右第1指節種子骨粉砕骨折〕を発症したため向正面で競走中止。
〔その他〕 オリエント号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 オリエント号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年5月8日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 スズカグラーテ号・タマモコーラス号・トルマリ号・ラブユーミー号
※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。

09056 4月8日 曇 不良 （29中山3）第5日 第8競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

44 ヴ ァ ッ ハ ウ 牡5鹿 57 北村 宏司�ラ・メール 田村 康仁 新冠 赤石 久夫 504± 01：51．5 23．1�
812 マイネルネッツ 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 490－ 41：51．92� 5．3�
11 グラスレグナム 牡4鹿 57

56 ☆木幡 巧也半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 490－ 41：52．22 27．5�
33 リネンソング 牡4黒鹿57 吉田 隼人戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 468－ 2 〃 クビ 229．2�
811	 オ ケ ア ノ ス 牡5鹿 57 岩部 純二清水 敏氏 南田美知雄 浦河 ミルファーム 518－ 41：52．41� 11．2	
710 グラスアクト 牡4鹿 57 吉田 豊半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム B452± 01：52．5クビ 13．9

22 グランセノーテ 牡4栗 57 川田 将雅安原 浩司氏 
島 一歩 新ひだか 岡田牧場 530＋18 〃 クビ 8．3�
67 	 クリノロッキー 牡7栗 57 内田 博幸栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 518± 01：52．6クビ 52．6�
55 ポルトボナール 牡5黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎後藤 英成氏 青木 孝文 森 笹川大晃牧場 496± 01：53．13 14．7
79 ソワンドタイガー 牡5栗 57 松岡 正海西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 小河 豊水 490－ 21：54．05 151．0�
68 ビレッジエンパイア 牡4鹿 57 大野 拓弥村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 482－ 61：54．1クビ 66．1�
56 カ ブ キ モ ノ 牡4黒鹿57 岩田 康誠國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B498－ 61：54．63 1．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，397，000円 複勝： 50，800，300円 枠連： 19，174，800円
馬連： 71，062，000円 馬単： 41，273，500円 ワイド： 38，688，000円
3連複： 84，811，600円 3連単： 149，470，200円 計： 484，677，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，310円 複 勝 � 500円 � 260円 � 730円 枠 連（4－8） 2，820円

馬 連 �� 4，500円 馬 単 �� 12，710円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 3，120円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 18，230円 3 連 単 ��� 145，060円

票 数

単勝票数 計 293970 的中 � 10138（7番人気）
複勝票数 計 508003 的中 � 25584（6番人気）� 59855（2番人気）� 16567（8番人気）
枠連票数 計 191748 的中 （4－8） 5254（11番人気）
馬連票数 計 710620 的中 �� 12228（13番人気）
馬単票数 計 412735 的中 �� 2434（30番人気）
ワイド票数 計 386880 的中 �� 9839（12番人気）�� 3110（31番人気）�� 7033（14番人気）
3連複票数 計 848116 的中 ��� 3488（51番人気）
3連単票数 計1494702 的中 ��� 747（300番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．8―13．0―12．2―11．9―12．1―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．4―50．4―1：02．6―1：14．5―1：26．6―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F37．0
1
3
・（4，5，10）（3，12，8）2，6－（1，9）11，7・（4，5）（3，12，10，8）（2，6）（1，9，11）7

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

勝馬の
紹 介

ヴ ァ ッ ハ ウ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2015．1．12 中山5着

2012．4．27生 牡5鹿 母 シンカンメグミ 母母 フレンドシザラ 21戦2勝 賞金 29，100，000円

追 加 記 事（第 3回中山競馬第 4日第 2競走）
〔その他〕　　グランセリュール号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕を発症。なお，同

馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



09057 4月8日 曇 稍重 （29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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

79 トウカイシェーン 牝4栗 55 松山 弘平内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 450－ 21：49．1 23．0�
55 クィーンズベスト 牝4鹿 55 戸崎 圭太林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 494－ 21：49．2� 1．7�
11 ヤマニンバステト 牝6鹿 55 A．シュタルケ 土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 460－ 6 〃 ハナ 28．1�

（独）

811 ウインマハロ 牝5鹿 55 柴田 大知�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 434＋ 2 〃 アタマ 49．2�
67 ブルックデイル 牝5青鹿55 川田 将雅 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B474－ 21：49．3クビ 5．7	
33 ルネイション 牝4黒鹿55 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434± 01：49．4� 5．2

22 ヤマニンエルフィン 牝6鹿 55 中谷 雄太土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 478－141：49．71� 23．1�
812 コパノマリーン 牝4鹿 55 吉田 豊小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 442＋ 2 〃 クビ 15．1�
56 レトロクラシック 牝5黒鹿55 内田 博幸広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 B498± 01：49．8クビ 23．0
710 キズナエンドレス 牝6鹿 55 田中 勝春関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 474± 01：50．12 83．3�
68 オージャイト 牝4鹿 55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 482－ 21：50．31 34．8�
44 トーセンラーク 牝5栗 55 江田 照男島川 �哉氏 武市 康男 浦河 中神牧場 502＋121：50．83 28．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，865，600円 複勝： 58，137，000円 枠連： 19，646，300円
馬連： 95，754，600円 馬単： 49，826，300円 ワイド： 50，143，100円
3連複： 121，806，700円 3連単： 201，332，400円 計： 630，512，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，300円 複 勝 � 460円 � 110円 � 490円 枠 連（5－7） 1，480円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 6，010円

ワ イ ド �� 740円 �� 3，400円 �� 800円

3 連 複 ��� 6，820円 3 連 単 ��� 55，470円

票 数

単勝票数 計 338656 的中 � 11777（5番人気）
複勝票数 計 581370 的中 � 19617（8番人気）� 257384（1番人気）� 18179（10番人気）
枠連票数 計 196463 的中 （5－7） 10238（6番人気）
馬連票数 計 957546 的中 �� 43450（6番人気）
馬単票数 計 498263 的中 �� 6208（18番人気）
ワイド票数 計 501431 的中 �� 18061（7番人気）�� 3600（30番人気）�� 16562（8番人気）
3連複票数 計1218067 的中 ��� 13377（22番人気）
3連単票数 計2013324 的中 ��� 2631（175番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．1―36．8―48．9―1：00．7―1：12．5―1：24．5―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイシェーン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2015．12．19 阪神9着

2013．4．22生 牝4栗 母 トウカイポピー 母母 トウカイシャネル 13戦3勝 賞金 31，080，000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。

09058 4月8日 曇 稍重 （29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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

55 ウ ム ブ ル フ 牡4青鹿57 A．シュタルケ �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－ 42：14．5 4．9�

（独）

66 ワールドレーヴ 牡7黒鹿57 岩田 康誠嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 480－ 22：14．71 17．2�
88 サトノエトワール 牡4青鹿57 吉田 隼人里見 治氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム B506－ 2 〃 クビ 2．9�
11 アドマイヤキズナ 牡4黒鹿57 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 464－ 22：14．8� 6．0�
22 ペンタトニック 牡6栗 57 北村 宏司吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B500－ 22：15．11	 5．3�
44 
 イ チ ダ イ 牡4鹿 57 内田 博幸合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 530－ 62：15．52� 4．8	
89 ロングシャドウ 牡7青鹿57 江田 照男飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 516－ 42：16．77 81．8

33 ショウナンマルシェ �6青鹿57 田辺 裕信国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 02：17．33� 30．4�
77 グランアルマダ 牡5芦 57 松山 弘平 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム B526＋ 22：18．04 20．3�

（9頭）

売 得 金
単勝： 47，828，400円 複勝： 60，925，800円 枠連： 18，996，000円
馬連： 115，663，200円 馬単： 52，022，800円 ワイド： 54，587，700円
3連複： 132，637，100円 3連単： 241，913，900円 計： 724，574，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 260円 � 150円 枠 連（5－6） 4，530円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 6，970円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 370円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 28，460円

票 数

単勝票数 計 478284 的中 � 76822（3番人気）
複勝票数 計 609258 的中 � 88723（4番人気）� 49712（6番人気）� 120660（1番人気）
枠連票数 計 189960 的中 （5－6） 3244（20番人気）
馬連票数 計1156632 的中 �� 20816（18番人気）
馬単票数 計 520228 的中 �� 5592（31番人気）
ワイド票数 計 545877 的中 �� 10899（17番人気）�� 41436（3番人気）�� 17909（11番人気）
3連複票数 計1326371 的中 ��� 23861（17番人気）
3連単票数 計2419139 的中 ��� 6161（113番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．4―11．8―12．0―11．8―12．2―12．8―12．5―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．1―36．5―48．3―1：00．3―1：12．1―1：24．3―1：37．1―1：49．6―2：02．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウ ム ブ ル フ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Monsun デビュー 2015．10．11 東京2着

2013．1．25生 牡4青鹿 母 ウ ミ ラ ー ジ 母母 Ungarin 11戦4勝 賞金 54，490，000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。



09059 4月8日 曇 稍重 （29中山3）第5日 第11競走 ��
��1，600�第35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 1，176，000円 336，000円 168，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

36 ジョーストリクトリ 牡3鹿 56 A．シュタルケ 上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 492－ 21：36．0 51．1�
（独）

24 メイソンジュニア 牡3鹿 56 菱田 裕二 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 478－ 81：36．21� 18．7�

816 ボンセルヴィーソ 牡3栗 56 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 464－ 4 〃 ハナ 7．5�
47 ス ズ カ ゼ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �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 466－ 21：36．3� 24．1�
815 タイムトリップ 牡3黒鹿56 田辺 裕信中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 480＋ 2 〃 クビ 10．9�
612 スズカメジャー 牡3鹿 56 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 490± 01：36．4	 5．2	
714 タイセイスターリー 牡3鹿 56 内田 博幸田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：36．5� 6．1

510 クライムメジャー 牡3栗 56 川田 将雅 �シルクレーシング 池江 泰寿 洞
湖 レイクヴィラファーム 506－ 61：36．6クビ 4．2�
48 ダイイチターミナル 牡3鹿 56 大野 拓弥�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 432－ 21：36．81� 36．8
11 ナイトバナレット 牡3芦 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 21：36．9� 13．9�
59 カリビアンゴールド 牝3黒鹿54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－10 〃 クビ 34．3�
713 イノバティブ 牡3鹿 56 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 440＋ 81：37．0	 165．6�
12 ランガディア 牡3黒鹿56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 462－121：37．21� 5．7�
611 ジ ャ ッ キ ー 牡3栗 56 松岡 正海小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 478－ 21：37．3� 125．7�
35 マンカストラップ 牡3青鹿56 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 480＋ 21：37．83 230．3�
23 セイカチトセ 牡3黒鹿56 吉田 豊久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B478＋ 41：38．43� 281．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 121，794，400円 複勝： 180，007，900円 枠連： 90，827，700円
馬連： 468，031，000円 馬単： 158，876，500円 ワイド： 204，539，300円
3連複： 665，622，500円 3連単： 854，871，600円 計： 2，744，570，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，110円 複 勝 � 800円 � 490円 � 260円 枠 連（2－3） 11，000円

馬 連 �� 29，320円 馬 単 �� 57，590円

ワ イ ド �� 4，440円 �� 3，760円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 49，810円 3 連 単 ��� 496，220円

票 数

単勝票数 計1217944 的中 � 19048（12番人気）
複勝票数 計1800079 的中 � 53043（12番人気）� 92996（8番人気）� 210436（4番人気）
枠連票数 計 908277 的中 （2－3） 6398（29番人気）
馬連票数 計4680310 的中 �� 13165（59番人気）
馬単票数 計1588765 的中 �� 2069（123番人気）
ワイド票数 計2045393 的中 �� 11748（57番人気）�� 13888（48番人気）�� 35842（17番人気）
3連複票数 計6656225 的中 ��� 10022（153番人気）
3連単票数 計8548716 的中 ��� 1249（1131番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．5―36．3―48．4―1：00．7―1：12．7―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

ジョーストリクトリ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．10．23 東京1着

2014．4．17生 牡3鹿 母 ジョーアラマート 母母 タイキフレグランス 7戦3勝 賞金 77，046，000円
〔制裁〕 ジョーストリクトリ号の騎手A．シュタルケは，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30，000円。（被害馬：7

番）
※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 ディバインコード号・モンサンレガーメ号
（非抽選馬） 2頭 ライズスクリュー号・ロジムーン号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりジョーストリクトリ号・メイソンジュニア号・ボンセルヴィーソ号は，NHKマイルカップ（GⅠ）競走に優先出
走できる。

※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。

09060 4月8日 曇 不良 （29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

48 � ウインバローラス 牡5鹿 57 岩田 康誠�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 B488－121：10．9 8．7�
59 キチロクステージ 牡4鹿 57 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 472± 01：11．11� 17．4�
35 キョウエイスコール 牡4栗 57 戸崎 圭太田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 494± 0 〃 クビ 3．8�
815 タイセイラビッシュ 牡5鹿 57 内田 博幸田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 488－ 61：11．31� 2．6�
713� ティアップサンダー 牡5黒鹿57 大野 拓弥田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 490＋ 61：11．4クビ 23．7�
24 プッシュアゲン 牡4栗 57 田中 勝春浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 498± 0 〃 クビ 24．2	
23 コスモコレクション 牡4栗 57 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 矢野 英一 浦河 岡本 昌市 B478－ 21：11．5� 32．3�
36 � ユアザスター 牡4鹿 57 北村 宏司西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B502－ 21：11．6クビ 18．1�
816 ナミノリゴリラ 牝5黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 490＋121：11．7� 83．7
510 ロマンティックサン 牡4栗 57 吉田 隼人岡田 牧雄氏 古賀 史生 浦河 金石牧場 472－12 〃 クビ 168．8�
12 トモジャポルックス 牡4芦 57

54 ▲横山 武史吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田中 裕之 484± 01：12．12	 42．3�
11 パーソナルブルー 牡4鹿 57

56 ☆木幡 巧也 �ブルーマネジメント松山 将樹 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 468－ 61：12．52	 57．3�

612� チェルカトーレ 牝5栗 55 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 菊川 正達 えりも エクセルマネジメント 430± 01：12．81	 29．2�
714 オープンザウェイ 牡5栗 57 A．シュタルケ�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 468± 01：13．33 7．3�

（独）

611� プ ラ セ ン タ 牝5青鹿55 松岡 正海
ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム B464＋ 61：13．51� 214．3�
47 オレオールカフェ 牡4黒鹿57 江田 照男西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 458± 01：13．92	 28．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，777，400円 複勝： 89，215，800円 枠連： 47，849，700円
馬連： 177，248，000円 馬単： 76，410，700円 ワイド： 102，060，100円
3連複： 245，346，100円 3連単： 325，045，800円 計： 1，131，953，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 220円 � 310円 � 170円 枠 連（4－5） 3，880円

馬 連 �� 6，310円 馬 単 �� 12，880円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 520円 �� 910円

3 連 複 ��� 6，880円 3 連 単 ��� 52，220円

票 数

単勝票数 計 687774 的中 � 62933（4番人気）
複勝票数 計 892158 的中 � 101135（3番人気）� 64821（5番人気）� 164477（2番人気）
枠連票数 計 478497 的中 （4－5） 9545（15番人気）
馬連票数 計1772480 的中 �� 21758（21番人気）
馬単票数 計 764107 的中 �� 4446（42番人気）
ワイド票数 計1020601 的中 �� 15153（19番人気）�� 53439（3番人気）�� 28551（6番人気）
3連複票数 計2453461 的中 ��� 26721（19番人気）
3連単票数 計3250458 的中 ��� 4512（152番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―11．9―12．1―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウインバローラス �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 コマンダーインチーフ

2012．2．22生 牡5鹿 母 ケージーダンサー 母母 ケージービューティ 14戦2勝 賞金 21，989，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦0勝］

〔騎手変更〕 プラセンタ号の騎手長岡禎仁は，第2競走での落馬負傷のため松岡正海に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シュルーバック号
※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。



（29中山3）第5日 4月8日（土曜日） 小雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 175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
7，590，000円
16，560，000円
2，380，000円
31，980，000円
70，582，000円
4，822，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
501，267，300円
782，830，400円
317，555，900円
1，356，068，400円
587，354，200円
716，960，900円
1，827，356，400円
2，512，955，400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 8，602，348，900円

総入場人員 18，295名 （有料入場人員 16，732名）
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