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09085 4月15日 曇 稍重 （30中山3）第8日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05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 ドヒョウギワ 牝3栗 54 C．ルメール 芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 502± 01：55．0 2．1�
510 イ セ ベ ル 牝3鹿 54 江田 照男谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 448＋ 21：55．1� 4．1�
611 インブルーム 牝3青鹿54 大野 拓弥田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 460－ 41：55．41� 231．5�
816 ミ ュ ゼ ッ ト 牝3栗 54 西村 太一ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456 ―1：56．03� 59．1�
36 アポロプリンセス 牝3栗 54 和田 竜二アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新冠 山岡ファーム 476＋ 21：56．31� 21．7�
11 サクラボヌール 牝3栗 54 戸崎 圭太�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 458 ―1：56．4� 8．3	
815 レッドアマポーラ 牝3青鹿54 藤岡 佑介
コオロ 萱野 浩二 新冠 細川農場 B450－ 21：56．61� 48．4�
24 ネイビークロス 牝3鹿 54 北村 宏司 
サンデーレーシング 菊沢 隆徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 462－201：56．7� 15．0�
713 タオルデスカーフ 牝3鹿 54

52 △武藤 雅山際 辰夫氏 大竹 正博 日高 山際 辰夫 476－ 2 〃 ハナ 16．2
714 グリズリダンス 牝3鹿 54 岩田 康誠石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 460＋ 21：57．12� 10．7�
59 バーキンブライアン 牝3栗 54 柴田 善臣新井原 博氏 武市 康男 新冠 川上 悦夫 420＋ 41：57．63 332．3�
35 アンシンカブル 牝3栗 54 柴田 大知水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 412－ 21：57．92 109．0�
48 オースオブゴールド 牝3栗 54 石橋 脩吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 438± 01：58．11� 24．1�
47 ディアビオラン 牝3黒鹿54 内田 博幸ディアレストクラブ� 田村 康仁 日高 春木 昭雄 458± 01：58．2� 190．0�
12 ピースフルエンゼル 牝3栗 54 浜中 俊北嶋 義三氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 452－ 62：01．0大差 150．6�
23 オンワードマリー 牝3芦 54 田辺 裕信樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 410－122：01．1� 18．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，701，200円 複勝： 50，391，500円 枠連： 17，388，000円
馬連： 66，002，500円 馬単： 33，103，200円 ワイド： 45，738，800円
3連複： 89，966，100円 3連単： 110，029，100円 計： 442，320，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 130円 � 2，260円 枠 連（5－6） 350円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 170円 �� 7，840円 �� 9，730円

3 連 複 ��� 21，210円 3 連 単 ��� 64，900円

票 数

単勝票数 計 297012 的中 � 110221（1番人気）
複勝票数 計 503915 的中 � 165855（1番人気）� 109751（2番人気）� 2753（15番人気）
枠連票数 計 173880 的中 （5－6） 37972（1番人気）
馬連票数 計 660025 的中 �� 140701（1番人気）
馬単票数 計 331032 的中 �� 43883（1番人気）
ワイド票数 計 457388 的中 �� 97793（1番人気）�� 1189（55番人気）�� 956（59番人気）
3連複票数 計 899661 的中 ��� 3180（59番人気）
3連単票数 計1100291 的中 ��� 1229（205番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．4―12．8―13．0―13．2―13．4―13．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―35．8―48．6―1：01．6―1：14．8―1：28．2―1：41．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ドヒョウギワ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2018．1．8 中山8着

2015．4．18生 牝3栗 母 フォクシーレッグス 母母 アワーミスレッグス 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピースフルエンゼル号・オンワードマリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成30年5月15日まで平地競走に出走できない。
※オンワードマリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09086 4月15日 曇 稍重 （30中山3）第8日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

24 カッパツハッチ 牝3鹿 54 内田 博幸�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 456－ 41：12．7 3．3�
59 ランドキングスター 牡3鹿 56 三浦 皇成木村 昌三氏 本間 忍 日高 日西牧場 506± 01：13．33� 14．9�
714 レヴェナント 牡3鹿 56 北村 宏司髙嶋 祐子氏 和田 雄二 浦河 有限会社

吉田ファーム 406－10 〃 クビ 141．0�
815 サノノタテヤマ 牡3鹿 56 C．ルメール 佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 456＋ 21：13．51� 2．2�
35 カネトシレーヌ 牝3栗 54 国分 恭介兼松 昌男氏 五十嵐忠男 浦河 斉藤英牧場 460－ 41：13．71 9．7�
612 タイガーアイ 牝3鹿 54

52 △武藤 雅桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 400＋ 4 〃 クビ 82．8	
611 コハルチャン 牝3栗 54 柴田 大知二口 雅一氏 土田 稔 新冠 村上牧場 428－ 61：14．33� 125．1

47 ダイシンクワトロ 牡3青鹿56 岩田 康誠大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 502＋121：14．83 10．3�
11 メイハンコック 牝3鹿 54 和田 竜二千明牧場 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 486－ 21：15．22� 31．8�
510 デルマアマレット 牝3鹿 54 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 81：15．41� 469．0
23 ト ッ プ ギ ア 牡3鹿 56 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 452＋ 21：15．5クビ 159．4�
48 カツノミョウジョウ 牝3鹿 54 岩部 純二勝野産業� 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム 476＋ 81：15．6� 53．2�
12 スズノアリュール 牡3鹿 56 戸崎 圭太新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 490－ 21：15．7� 10．1�
713 ミントグリーン 牝3鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 田中 博康 浦河 栄進牧場 424＋ 21：16．33� 29．3�
816 セントオブウーマン 牝3鹿 54 横山 和生桜井 忠隆氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 B404± 01：16．72� 196．6�
36 タニセンレディ 牝3青鹿54 江田 照男染谷 幸雄氏 高木 登 浦河 梅田牧場 468－ 61：17．01� 49．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，847，500円 複勝： 35，008，200円 枠連： 15，306，800円
馬連： 64，838，600円 馬単： 35，275，600円 ワイド： 40，992，100円
3連複： 85，866，000円 3連単： 110，339，900円 計： 415，474，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 190円 � 320円 � 2，330円 枠 連（2－5） 3，170円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 840円 �� 7，630円 �� 14，190円

3 連 複 ��� 101，090円 3 連 単 ��� 317，440円

票 数

単勝票数 計 278475 的中 � 67139（2番人気）
複勝票数 計 350082 的中 � 61001（2番人気）� 28566（5番人気）� 3039（12番人気）
枠連票数 計 153068 的中 （2－5） 3732（13番人気）
馬連票数 計 648386 的中 �� 19586（9番人気）
馬単票数 計 352756 的中 �� 6945（16番人気）
ワイド票数 計 409921 的中 �� 13339（9番人気）�� 1349（49番人気）�� 722（66番人気）
3連複票数 計 858660 的中 ��� 637（157番人気）
3連単票数 計1103399 的中 ��� 252（628番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．1―12．8―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―35．2―48．0―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カッパツハッチ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．9．30 中山2着

2015．5．12生 牝3鹿 母 メイショウユウゼン 母母 ローマステーション 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 セントオブウーマン号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔調教再審査〕 セントオブウーマン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タニセンレディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月15日まで平地競

走に出走できない。
※デルマアマレット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第３回 中山競馬 第８日



09087 4月15日 曇 稍重 （30中山3）第8日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時00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 ボ ン テ ン 牡3鹿 56 三浦 皇成田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 荻伏三好フ
アーム 438－ 41：55．4 17．4�

815 トキメキジュピター 牡3黒鹿56 柴田 善臣片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 浦河 室田 千秋 494＋ 61：55．61� 11．3�
24 マイネルトワイス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 村上 雅規 496－101：55．81� 6．9�
713 エンドウォーニング 牡3栗 56 武士沢友治井上 久光氏 高市 圭二 新冠 石田牧場 B482－ 21：56．01 17．2�
510 リンガスビンゴ 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 504 ―1：56．53 29．9�
59 キタノアラムシャ 牡3黒鹿56 岩田 康誠河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 470＋ 21：56．6� 22．8	
11 マイネルベッカー 牡3鹿 56 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 高橋 修 B480± 01：56．81� 56．4

611 ソルトテラス 牡3鹿 56 村田 一誠 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム B432－ 61：57．97 228．0�
12 トランスパレント 牡3鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 490＋ 21：58．21	 2．5
816 ドリームセオリー 牡3青鹿56 C．ルメールゴドルフィン 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450－ 6 〃 アタマ 5．6�
48 セ ン ト ー サ 牡3栗 56 北村 宏司保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：59．26 6．0�
35 
 ホクリュウオウ 牡3青鹿56 内田 博幸北尾 龍典氏 森 秀行 米 Maccabee

Farms, LLC 470± 01：59．3� 139．1�
47 ゼネラルリッシュ 牡3鹿 56 伊藤 工真 �ジェネラルレーシング 小桧山 悟 新冠 飯島 功典 418－121：59．61	 370．5�
36 トラジェクトリー 牡3鹿 56 江田 照男松尾 正氏 小西 一男 平取 北島牧場 474－ 82：00．45 363．4�
23 キ ー ア レ ス 牡3青鹿56 和田 竜二北前孔一郎氏 高橋 文雅 新冠 中本牧場 B504－ 82：01．78 22．2�
612 ココリシャイン 牡3栗 56 横山 和生美﨑光二郎氏 古賀 慎明 様似 様似共栄牧場 B474＋ 42：01．8クビ 232．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，074，000円 複勝： 45，798，900円 枠連： 19，164，300円
馬連： 70，909，500円 馬単： 34，969，500円 ワイド： 45，330，100円
3連複： 90，574，100円 3連単： 119，449，200円 計： 459，269，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 460円 � 350円 � 210円 枠 連（7－8） 1，240円

馬 連 �� 6，620円 馬 単 �� 15，300円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 1，480円 �� 990円

3 連 複 ��� 12，430円 3 連 単 ��� 93，520円

票 数

単勝票数 計 330740 的中 � 15129（7番人気）
複勝票数 計 457989 的中 � 23026（6番人気）� 32577（5番人気）� 66899（3番人気）
枠連票数 計 191643 的中 （7－8） 11972（6番人気）
馬連票数 計 709095 的中 �� 8293（24番人気）
馬単票数 計 349695 的中 �� 1714（52番人気）
ワイド票数 計 453301 的中 �� 8089（17番人気）�� 7798（18番人気）�� 11920（10番人気）
3連複票数 計 905741 的中 ��� 5463（41番人気）
3連単票数 計1194492 的中 ��� 926（297番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．8―13．1―13．1―12．9―13．2―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．8―49．9―1：03．0―1：15．9―1：29．1―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．5
1
3
16（5，11）15（6，13）2（12，14）－（4，3）7（9，1）－10，8・（16，11，15，1）（13，14）3－4（5，12，2，8，10）6，9－7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ボ ン テ ン �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2017．10．15 新潟10着

2015．4．17生 牡3鹿 母 ラ ブ ル ビ ー 母母 スカイスケイプ 9戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キーアレス号・ココリシャイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月15日

まで平地競走に出走できない。

09088 4月15日 曇 稍重 （30中山3）第8日 第4競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走11時30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
2：10．1
2：09．9

良
良

23 ワセダインブルー 牡3鹿 56 武 豊大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 436－ 22：15．5 2．0�
35 アルビオリクス 牡3鹿 56 田辺 裕信 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504＋102：15．81� 3．9�
24 トーセンヴァロン 牡3青鹿56 大野 拓弥島川 �哉氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 444＋ 22：16．22� 7．1�
818 エスポワールカフェ 牡3栗 56 浜中 俊西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 458－ 62：16．3� 61．2�
714 ペイシャレイナ 牝3鹿 54 戸崎 圭太北所 直人氏 高橋 義博 日高 宝寄山 忠則 454＋ 2 〃 クビ 10．9	
817 マイティテソーロ 牡3鹿 56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス
 高木 登 洞�湖 レイクヴィラファーム 484－ 62：16．93� 14．0�
715 コウセイゲキソウ 牡3青鹿56 内田 博幸杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 村本牧場 484＋ 22：17．22 15．6�
59 サンクエトワール 牝3鹿 54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 380＋ 6 〃 アタマ 96．4
612 シャドウラーテル 牡3黒鹿56 岩田 康誠
Shadow 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B480＋ 22：17．41 15．9�
11 ホウオウサマンサ 牝3栗 54 江田 照男小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド B446－ 22：18．67 95．2�
510 イ ェ ー イ 牡3栗 56 柴田 善臣山下 良子氏 的場 均 新冠 石田牧場 B462＋ 22：18．81� 171．9�
713 ニシノハイブリッジ 牝3黒鹿54 秋山真一郎西山 茂行氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 434＋ 22：19．22� 153．9�
48 ジョーカーワイルド 牡3鹿 56 武士沢友治 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 512－ 22：19．3� 239．9�
611 マイネルジュニパー 牡3黒鹿56 国分 恭介 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 日高 木村牧場 B474＋ 2 〃 ハナ 166．7�
47 ミコフラッシュ 牝3青 54 横山 和生古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 424－ 62：20．68 370．1�
12 サンマルスター 牡3栗 56 伊藤 工真相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 B480± 02：20．91� 365．6�
36 テイエムフリーオー 牡3青鹿56 菅原 隆一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 中地 義次 B474－ 62：21．0クビ 544．0�
816 ウインコンツェルト 牡3栗 56

54 △武藤 雅
ウイン 高木 登 新ひだか 前谷 武志 458－ 22：23．2大差 257．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 30，535，700円 複勝： 45，855，900円 枠連： 20，633，600円
馬連： 64，057，000円 馬単： 36，765，500円 ワイド： 40，692，300円
3連複： 84，933，400円 3連単： 131，848，400円 計： 455，321，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（2－3） 290円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 190円 �� 290円 �� 440円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 1，500円

票 数

単勝票数 計 305357 的中 � 121700（1番人気）
複勝票数 計 458559 的中 � 173192（1番人気）� 83859（2番人気）� 51688（3番人気）
枠連票数 計 206336 的中 （2－3） 54178（1番人気）
馬連票数 計 640570 的中 �� 153623（1番人気）
馬単票数 計 367655 的中 �� 55135（1番人気）
ワイド票数 計 406923 的中 �� 64450（1番人気）�� 34616（2番人気）�� 20134（5番人気）
3連複票数 計 849334 的中 ��� 100461（1番人気）
3連単票数 計1318484 的中 ��� 63595（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．5―12．9―12．9―13．0―12．3―12．2―12．2―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．6―36．1―49．0―1：01．9―1：14．9―1：27．2―1：39．4―1：51．6―2：03．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．1
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワセダインブルー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．8．19 新潟3着

2015．4．14生 牡3鹿 母 ダノンフローラ 母母 フ ァ ン ジ カ 7戦1勝 賞金 12，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミコフラッシュ号・サンマルスター号・テイエムフリーオー号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成30年5月15日まで平地競走に出走できない。
ウインコンツェルト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月15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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ダノンアポロン号・ナムラドノヴァン号・ピボットポイント号



09089 4月15日 曇 稍重 （30中山3）第8日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時20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
1：48．5
1：47．8

重
重

66 ヒラボクラターシュ 牡3鹿 56 福永 祐一�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 520－ 61：53．3 1．8�
810 ゲンパチカイナル 牡3鹿 56 武 豊平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 正美 474－ 41：53．62 4．5�
811 プレシャスリーフ 牡3栗 56 C．ルメール �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 446－101：53．81� 5．5�
79 デルマカルヴァドス 牡3鹿 56

54 △武藤 雅浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 482± 01：54．12 37．0�
11 キタノユウキ 牡3鹿 56 石橋 脩河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 522＋ 81：54．31� 13．2	
78 ラインアストリア 牝3鹿 54 三浦 皇成大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：54．83 66．7

55 � フォルツァエフ 牡3鹿 56 戸崎 圭太大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 478＋ 21：54．9クビ 39．6�
22 オデュッセイア 牝3栗 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 460＋ 81：55．0	 166．1�
44 フェンドオフ 牡3芦 56 M．デムーロ杉田 周作氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 482＋ 61：55．31
 6．8
33 スペースファルコン 牡3鹿 56 北村 宏司星野 �男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 494＋ 2 〃 アタマ 145．1�
67 ジオパークボス 牡3栗 56 武士沢友治小関 勝紀氏 青木 孝文 様似 中村 俊紀 446－ 51：58．7大差 289．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，864，000円 複勝： 81，083，600円 枠連： 18，189，700円
馬連： 66，824，900円 馬単： 42，485，400円 ワイド： 43，079，000円
3連複： 89，261，200円 3連単： 177，888，000円 計： 562，675，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（6－8） 190円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 170円 �� 210円 �� 310円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 1，340円

票 数

単勝票数 計 438640 的中 � 191483（1番人気）
複勝票数 計 810836 的中 � 483010（1番人気）� 90706（2番人気）� 74008（3番人気）
枠連票数 計 181897 的中 （6－8） 70788（1番人気）
馬連票数 計 668249 的中 �� 144655（1番人気）
馬単票数 計 424854 的中 �� 65362（1番人気）
ワイド票数 計 430790 的中 �� 75456（1番人気）�� 53074（2番人気）�� 29366（5番人気）
3連複票数 計 892612 的中 ��� 135160（1番人気）
3連単票数 計1778880 的中 ��� 96226（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．8―49．6―1：02．0―1：14．6―1：27．3―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒラボクラターシュ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．3．3 阪神1着

2015．3．16生 牡3鹿 母 ヒラボクウィン 母母 エンキャンタドゥ 3戦2勝 賞金 16，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジオパークボス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月15日まで平地競

走に出走できない。

09090 4月15日 曇 稍重 （30中山3）第8日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時55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

816� ステラルーチェ 牡6栗 57 武士沢友治池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム B478－121：11．0 66．4�
12 � ユアザスター 牡5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 B506－ 41：11．42� 20．7�
611 ランプルール 牡4黒鹿57 内田 博幸吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468－ 41：11．5� 8．6�
11 リチュアルローズ 牝5鹿 55 浜中 俊 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 クビ 23．3�
23 カワキタピリカ 牡5鹿 57 江田 照男川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B506＋ 21：11．6クビ 10．0�
47 セイウンアワード 牡6鹿 57 三浦 皇成西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 B546－ 21：11．7� 13．8	
510 セレノグラフィー 	5黒鹿57 伊藤 工真村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 492＋ 21：11．8クビ 48．0

24 レ オ ニ ー ズ 牡7鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 21：11．9� 20．5�
35 リトルレグルス 牡4鹿 57 大野 拓弥藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 504± 0 〃 ハナ 3．2�
714 エ ル ヴ ス 牝4栗 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 村上牧場 464－ 2 〃 ハナ 100．0
59 アンジェリー 牝6黒鹿55 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 478＋ 81：12．22 103．7�
815 サンジレット 牡4栗 57 和田 竜二 �加藤ステーブル 田村 康仁 新冠 前川 隆範 490－ 61：12．3� 8．2�
48 シャイニングボルト 牡4黒鹿57 横山 和生�ラ・メール 勢司 和浩 浦河 辻 牧場 472± 01：12．4クビ 118．1�
612 カンバンムスメ 牝4黒鹿55 秋山真一郎北所 直人氏 松永 康利 浦河 大西ファーム 432＋ 2 〃 クビ 26．6�
36 カネトシユキミ 牝4黒鹿 55

53 △武藤 雅兼松 昌男氏 水野 貴広 浦河 ヒダカフアーム 396± 01：13．25 202．1�
713� キョウエイガウディ 牡4鹿 57 岩部 純二田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 500± 01：13．51� 3．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，607，100円 複勝： 47，073，200円 枠連： 23，223，000円
馬連： 85，668，200円 馬単： 35，914，600円 ワイド： 53，136，900円
3連複： 112，821，200円 3連単： 127，569，000円 計： 519，013，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，640円 複 勝 � 1，450円 � 550円 � 340円 枠 連（1－8） 4，120円

馬 連 �� 74，930円 馬 単 �� 187，050円

ワ イ ド �� 17，180円 �� 4，660円 �� 3，010円

3 連 複 ��� 151，910円 3 連 単 ��� 1，360，110円

票 数

単勝票数 計 336071 的中 � 4047（12番人気）
複勝票数 計 470732 的中 � 7766（12番人気）� 22493（7番人気）� 40654（4番人気）
枠連票数 計 232230 的中 （1－8） 4367（18番人気）
馬連票数 計 856682 的中 �� 886（87番人気）
馬単票数 計 359146 的中 �� 144（193番人気）
ワイド票数 計 531369 的中 �� 790（89番人気）�� 2943（48番人気）�� 4601（37番人気）
3連複票数 計1128212 的中 ��� 557（260番人気）
3連単票数 計1275690 的中 ��� 68（1772番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．1―11．9―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．6―45．5―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ステラルーチェ �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ブライアンズタイム

2012．4．27生 牡6栗 母 ブライアンズビコー 母母 オ ク ト ニ ア 24戦1勝 賞金 16，600，000円
地方デビュー 2014．8．15 大井

※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 カゼノカムイ号



09091 4月15日 曇 稍重 （30中山3）第8日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13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
1：48．5
1：47．8

重
重

713 ダイワドノヴァン 牡4黒鹿57 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B526＋ 41：53．9 16．6�
815� スターライトブルー 牡4黒鹿57 福永 祐一青芝商事� 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－141：54．0	 4．8�
12 アルーフクライ 牡4鹿 57 C．ルメール �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 468＋ 61：54．21 4．0�
36 アイヅヒリュウ 牡4鹿 57 戸崎 圭太真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 佐竹 学 500＋ 61：54．52 8．3�
816 ミラクルユニバンス 牡5栗 57 和田 竜二亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 438＋ 21：54．6
 20．8	
35 コスモカンナム 牡4鹿 57 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 文雅 新ひだか 木村 秀則 B456± 01：54．81� 44．4

714� アポロリベリオン 牡5鹿 57 内田 博幸アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 米 Rabbah Blood-

stock LLC 496± 01：54．9
 56．1�
59 ペイシャボム 牡4鹿 57 岩田 康誠北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 470－101：55．1
 9．5�
24 ダ イ フ ク 牡5黒鹿 57

55 △武藤 雅小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 B490± 01：55．41
 105．3
11 � クリップスプリンガ 牡4鹿 57 横山 和生山下 良子氏 的場 均 新冠 ヤマタケ牧場 442＋ 2 〃 ハナ 83．8�
510 コットンボウル 牡4鹿 57 大野 拓弥 �サンデーレーシング 高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 41：55．5
 5．3�
48 � マテラヴィクトリー 牡5栗 57 石橋 脩大野 照旺氏 浜田多実雄 米 Boolteenagh

Bloodstock B486－ 2 〃 ハナ 11．6�
611 リンガスネオ 4黒鹿57 田辺 裕信伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 468＋ 4 〃 ハナ 8．9�
23 � アンリキャトル 7黒鹿57 三浦 皇成村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 474－ 21：55．71 66．8�
47 � リュウシンローズ 牝4黒鹿55 武士沢友治�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 454± 01：56．97 263．3�

（15頭）
612 リネンソング 牡5黒鹿57 藤岡 佑介戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 486± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 45，170，700円 複勝： 63，627，400円 枠連： 25，478，500円
馬連： 112，614，100円 馬単： 45，031，000円 ワイド： 65，624，300円
3連複： 138，028，700円 3連単： 158，523，000円 計： 654，097，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 460円 � 260円 � 180円 枠 連（7－8） 3，110円

馬 連 �� 5，000円 馬 単 �� 12，260円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 1，590円 �� 690円

3 連 複 ��� 10，910円 3 連 単 ��� 90，850円

票 数

単勝票数 差引計 451707（返還計 1075） 的中 � 21667（8番人気）
複勝票数 差引計 636274（返還計 1591） 的中 � 29773（9番人気）� 62961（5番人気）� 113151（1番人気）
枠連票数 差引計 254785（返還計 305） 的中 （7－8） 6347（16番人気）
馬連票数 差引計1126141（返還計 6239） 的中 �� 17421（25番人気）
馬単票数 差引計 450310（返還計 2547） 的中 �� 2753（58番人気）
ワイド票数 差引計 656243（返還計 4933） 的中 �� 9112（29番人気）�� 10425（24番人気）�� 25471（4番人気）
3連複票数 差引計1380287（返還計 14854） 的中 ��� 9482（42番人気）
3連単票数 差引計1585230（返還計 17290） 的中 ��� 1265（350番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．4―12．6―12．2―12．5―12．8―12．7―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―37．4―50．0―1：02．2―1：14．7―1：27．5―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイワドノヴァン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2016．12．17 中山1着

2014．5．17生 牡4黒鹿 母 エールスタンス 母母 エリンバード 11戦2勝 賞金 14，500，000円
〔競走除外〕 リネンソング号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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 エスポワールパレス号

09092 4月15日 曇 稍重 （30中山3）第8日 第8競走 ��
��1，200�

そ で が う ら

袖 ケ 浦 特 別
発走13時55分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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

11 ラッシュアウト �4黒鹿57 和田 竜二岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 ラツキー牧場 438－ 61：09．5 7．7�
22 スペチアーレ 牝6鹿 55 岩田 康誠青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 502＋ 21：09．71	 6．6�
67 ショウナンアヴィド 牡5青鹿57 戸崎 圭太�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B496± 01：10．01
 3．7�
79 ニシノラディアント 牡5鹿 57 内田 博幸西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 480－101：10．1
 10．8�
55 キッズライトオン 牡6栗 57 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 8 〃 クビ 16．2	
56 ダイイチターミナル 牡4鹿 57 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 450－ 4 〃 ハナ 132．5

710 シゲルタイガー 牡4鹿 57 北村 宏司森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 8 〃 ハナ 4．5�
68 オーバースペック 牡4青鹿57 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 488－ 41：10．31	 25．9�
811 ジュンザワールド 牡5鹿 57 大野 拓弥河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 528－ 2 〃 ハナ 4．7
812 イ キ オ イ 牡6鹿 57 浜中 俊西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 452＋ 21：10．4クビ 21．3�
44 シンフォニア 牝6栗 55 武藤 雅安原 浩司氏 戸田 博文 浦河 辻 牧場 498－ 2 〃 クビ 76．2�
33 トロピカルガーデン 牝6鹿 55 三浦 皇成田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 488＋16 〃 ハナ 123．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，169，600円 複勝： 57，541，700円 枠連： 23，222，800円
馬連： 111，319，100円 馬単： 45，195，000円 ワイド： 59，493，900円
3連複： 124，426，700円 3連単： 167，465，100円 計： 632，833，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 260円 � 190円 � 170円 枠 連（1－2） 1，930円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 6，040円

ワ イ ド �� 870円 �� 660円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 22，370円

票 数

単勝票数 計 441696 的中 � 45871（5番人気）
複勝票数 計 575417 的中 � 49196（5番人気）� 81578（4番人気）� 99189（2番人気）
枠連票数 計 232228 的中 （1－2） 9308（10番人気）
馬連票数 計1113191 的中 �� 32679（12番人気）
馬単票数 計 451950 的中 �� 5605（26番人気）
ワイド票数 計 594939 的中 �� 17022（11番人気）�� 22972（7番人気）�� 30291（6番人気）
3連複票数 計1244267 的中 ��� 29637（7番人気）
3連単票数 計1674651 的中 ��� 5427（72番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．4―11．5―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―34．9―46．4―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．6
3 ・（1，2）6（3，7）（4，9）（5，11）8（10，12） 4 ・（1，2）6（3，4，7）9（5，11）（10，8）12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラッシュアウト �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．6．19 函館4着

2014．3．17生 �4黒鹿 母 シルクアンフィニ 母母 ブラッシングインザレイン 12戦3勝 賞金 36，030，000円



09093 4月15日 曇 稍重 （30中山3）第8日 第9競走 ��
��2，000�

か の う ざ ん

鹿 野 山 特 別
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，29．4．15以降30．4．8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
1：57．8
1：56．1

良
良

78 ギブアンドテイク �7栗 53 岩田 康誠嶋田 賢氏 和田 勇介 浦河 昭和牧場 472－162：01．7 21．3�
33 ロードプレミアム 牡5黒鹿55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 490± 02：02．02 12．0�
22 サ ン シ ロ ウ 牡4鹿 54 内田 博幸合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B494± 02：02．1� 26．1�
66 ブラックプラチナム 牡5青鹿57 C．ルメール 吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 496± 02：02．31	 1．4�
11 サブライムカイザー 牡6鹿 56 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 504± 02：02．4� 6．9�
55 シャインアロー �6栗 54 田辺 裕信岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 460－ 42：02．61	 18．5	
89 マイネルユニブラン 牡4黒鹿55 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 520± 02：02．7
 25．7

77 ピッツバーグ �5鹿 54 柴田 大知�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 504＋ 2 〃 ハナ 49．8�
44 レッドカイザー �7黒鹿54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 488－ 22：03．33
 13．7�
810 レッドアルティスタ �6鹿 54 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 468－ 22：03．62 21．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 47，379，400円 複勝： 163，860，400円 枠連： 20，595，400円
馬連： 99，499，000円 馬単： 73，671，400円 ワイド： 62，830，200円
3連複： 123，102，100円 3連単： 300，807，400円 計： 891，745，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，130円 複 勝 � 1，390円 � 1，010円 � 1，750円 枠 連（3－7） 10，790円

馬 連 �� 13，350円 馬 単 �� 36，420円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 3，090円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 45，790円 3 連 単 ��� 433，560円

票 数

単勝票数 計 473794 的中 � 17745（6番人気）
複勝票数 計1638604 的中 � 31301（7番人気）� 43917（5番人気）� 24493（9番人気）
枠連票数 計 205954 的中 （3－7） 1479（22番人気）
馬連票数 計 994990 的中 �� 5774（26番人気）
馬単票数 計 736714 的中 �� 1517（49番人気）
ワイド票数 計 628302 的中 �� 6691（23番人気）�� 5228（31番人気）�� 5861（28番人気）
3連複票数 計1231021 的中 ��� 2016（67番人気）
3連単票数 計3008074 的中 ��� 503（420番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―36．6―48．9―1：01．6―1：13．3―1：25．0―1：37．0―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギブアンドテイク �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2013．9．8 中山6着

2011．5．5生 �7栗 母 レッドダイヤモンド 母母 マチカネエルベ 37戦3勝 賞金 60，191，000円
〔制裁〕 サブライムカイザー号の調教師池上昌和は，馬場入場後に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて過怠金30，000円。

09094 4月15日 曇 稍重 （30中山3）第8日 第10競走 ��
��1，200�

けいよう

京葉ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200
万円毎1�増

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

23 ダノングッド 牡6栗 56 田辺 裕信�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B512－ 41：09．9 26．7�
11 � ベストマッチョ 	5黒鹿57 内田 博幸馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Fredericka V.
Caldwell &
Mitchel Skolnick

B486－ 61：10．11
 2．3�
814 ドリームドルチェ 牡6青鹿56 岩田 康誠ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 510－ 21：10．2� 8．2�
58 � ベ ッ ク 牡7栗 56 北村 宏司細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 520＋ 41：10．3クビ 16．4�
46 プレスティージオ 牡5栗 56 浜中 俊奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 478－ 6 〃 クビ 44．4�
59 � エイシンバランサー 牡6芦 56 藤岡 佑介�栄進堂 西園 正都 加 Adena

Springs B468－ 61：10．51 19．6	
22 ブルミラコロ 牡6鹿 57 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 516－121：10．6� 5．7

611 ヒラボクプリンス 牡8鹿 56 和田 竜二�平田牧場 安田 翔伍 浦河 大柳ファーム 498± 0 〃 アタマ 93．3�
35 バ ン ズ ー ム 牡7鹿 56 大野 拓弥 �いとはんホール

ディングス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 470－ 6 〃 アタマ 133．4
713 サ ノ イ チ 牡7鹿 56 武藤 雅佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 482＋ 4 〃 ハナ 68．4�
47 タイセイスターリー 牡4鹿 56 戸崎 圭太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B520－12 〃 ハナ 25．3�
610� テーオーヘリオス 牡6鹿 56 国分 恭介小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 510－ 41：11．13 5．0�
34 キタサンサジン 牡6栗 57 石橋 脩�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 B530－ 61：11．31
 19．4�
815� オ ウ ノ ミ チ 牡7黒鹿56 柴田 善臣小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 474－121：11．51
 163．7�
712 タイムトリップ 牡4黒鹿56 三浦 皇成中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 500－ 21：12．98 28．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 64，958，800円 複勝： 89，586，000円 枠連： 40，331，400円
馬連： 184，408，400円 馬単： 77，407，000円 ワイド： 99，354，100円
3連複： 237，973，100円 3連単： 317，897，200円 計： 1，111，916，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，670円 複 勝 � 560円 � 140円 � 240円 枠 連（1－2） 610円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 10，500円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 3，550円 �� 510円

3 連 複 ��� 12，110円 3 連 単 ��� 105，520円

票 数

単勝票数 計 649588 的中 � 19417（9番人気）
複勝票数 計 895860 的中 � 30348（8番人気）� 227745（1番人気）� 87475（4番人気）
枠連票数 計 403314 的中 （1－2） 51039（1番人気）
馬連票数 計1844084 的中 �� 34137（14番人気）
馬単票数 計 774070 的中 �� 5526（35番人気）
ワイド票数 計 993541 的中 �� 17618（13番人気）�� 6803（37番人気）�� 54091（3番人気）
3連複票数 計2379731 的中 ��� 14728（36番人気）
3連単票数 計3178972 的中 ��� 2184（306番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―10．8―11．8―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―32．8―44．6―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F37．1
3 ・（1，7）（2，10）（8，9，4）15，12，11－（14，6）3，13－5 4 1（2，7）（8，10）（9，4，15）（11，14）（12，6）3，13，5

勝馬の
紹 介

ダノングッド �
�
父 Elusive Quality �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．1．12 京都5着

2012．4．23生 牡6栗 母 マイグッドネス 母母 Caressing 24戦6勝 賞金 102，118，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 タイセイスターリー号の騎手戸崎圭太は，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：10番）

２レース目



09095 4月15日 曇 稍重 （30中山3）第8日 第11競走 ��
��2，000�第78回皐 月 賞（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
牡・牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，牡馬57�，牝馬55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・中山馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 110，000，000円 44，000，000円 28，000，000円 17，000，000円 11，000，000円
付 加 賞 24，871，000円 7，106，000円 3，553，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：57．8
1：56．1
1：57．8

良
良
良

47 エポカドーロ 牡3黒鹿57 戸崎 圭太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 田上 徹 492± 02：00．8 14．5�

714 サンリヴァル 牡3鹿 57 藤岡 佑介幅田 京子氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 488－122：01．12 24．6�
510 ジェネラーレウーノ 牡3青鹿57 田辺 裕信 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 新生ファーム 496± 02：01．41� 17．8�
815 ステルヴィオ 牡3鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 460－ 6 〃 クビ 3．7�
35 キタノコマンドール 牡3鹿 57 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502＋12 〃 ハナ 6．3	
612 グ レ イ ル 牡3黒鹿57 岩田 康誠 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 ハナ 25．1

12 ワグネリアン 牡3鹿 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：01．61	 3．5�
36 ア イ ト ー ン 牡3鹿 57 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472－ 22：01．81 70．7�
23 
 ジャンダルム 牡3黒鹿57 武 豊前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills

Co. Limited 492＋ 8 〃 アタマ 9．6
11 タイムフライヤー 牡3鹿 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 松田 国英 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 42：01．9� 12．3�
48 ケイティクレバー 牡3鹿 57 浜中 俊瀧本 和義氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 444－ 22：02．0クビ 54．3�
59 オウケンムーン 牡3鹿 57 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 454－ 42：02．21� 9．7�
611 マイネルファンロン 牡3青鹿57 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 460＋ 22：02．3� 151．8�
713� ダブルシャープ 牡3鹿 57 和田 竜二天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 466－ 62：02．51 159．5�
816 ジュンヴァルロ 牡3栗 57 大野 拓弥河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486± 02：03．14 315．0�
24 スリーヘリオス 牡3黒鹿57 柴田 善臣永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 484＋ 42：04．48 410．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 813，404，100円 複勝： 787，887，800円 枠連： 533，209，700円 馬連： 2，787，729，800円 馬単： 1，066，915，900円
ワイド： 1，045，832，300円 3連複： 3，912，016，700円 3連単： 6，886，378，100円 5重勝： 650，286，700円 計： 18，483，661，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 430円 � 580円 � 530円 枠 連（4－7） 9，520円

馬 連 �� 12，880円 馬 単 �� 23，570円

ワ イ ド �� 3，250円 �� 3，010円 �� 4，290円

3 連 複 ��� 53，410円 3 連 単 ��� 372，080円

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

キャリーオーバー なし����� 15，173，350円

票 数

単勝票数 計8134041 的中 � 447499（7番人気）
複勝票数 計7878878 的中 � 498822（7番人気）� 348206（9番人気）� 388223（8番人気）
枠連票数 計5332097 的中 （4－7） 43371（28番人気）
馬連票数 計27877298 的中 �� 178457（38番人気）
馬単票数 計10669159 的中 �� 33936（75番人気）
ワイド票数 計10458323 的中 �� 82999（37番人気）�� 89994（33番人気）�� 62667（43番人気）
3連複票数 計39120167 的中 ��� 54932（134番人気）
3連単票数 計68863781 的中 ��� 13418（821番人気）
5重勝票数 計6502867 的中 ����� 30

ハロンタイム 12．6―11．0―11．9―11．5―12．2―11．9―12．4―12．4―12．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．5―47．0―59．2―1：11．1―1：23．5―1：35．9―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エポカドーロ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2017．10．9 京都3着

2015．2．15生 牡3黒鹿 母 ダイワパッション 母母 サンルージュ 5戦3勝 賞金 174，212，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりエポカドーロ号・サンリヴァル号・ジェネラーレウーノ号・ステルヴィオ号・キタノコマンドール号は，
東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。

09096 4月15日 曇 稍重 （30中山3）第8日 第12競走 ��
��1，600�

しゅんきょう

春興ステークス
発走16時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，29．4．15以降30．4．8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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

11 � フィアーノロマーノ 牡4鹿 54 M．デムーロ吉田 和美氏 高野 友和 豪 Kia Ora Stud 534＋ 21：34．6 3．5�
66 チャンピオンルパン 牡7鹿 55 横山 和生坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 490－ 41：34．7� 9．1�
22 プロディガルサン 牡5鹿 57．5 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B514－ 6 〃 クビ 2．5�
78 カルヴァリオ 	5鹿 55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 458－ 21：34．8クビ 7．4�
33 ブライトエンブレム 牡6鹿 57 浜中 俊 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 512＋ 41：35．54 40．1	
77 ウインファビラス 牝5芦 54 三浦 皇成�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 462－ 6 〃 ハナ 20．3

55 サ ロ ニ カ 牝4黒鹿53 戸崎 圭太吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 438－ 81：35．6� 7．5�
810� セ セ リ 牡7栗 52 武藤 雅冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 510＋ 4 〃 クビ 144．3�
44 ウイングチップ 	6黒鹿55 内田 博幸 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 504－ 21：35．91
 15．1
89 � ターゲリート 牡5黒鹿54 福永 祐一�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 01：36．0
 20．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 123，576，100円 複勝： 121，361，300円 枠連： 44，923，500円
馬連： 243，340，300円 馬単： 127，755，100円 ワイド： 145，108，100円
3連複： 286，391，200円 3連単： 645，888，700円 計： 1，738，344，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 170円 � 110円 枠 連（1－6） 2，190円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 550円 �� 190円 �� 290円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 7，640円

票 数

単勝票数 計1235761 的中 � 278265（2番人気）
複勝票数 計1213613 的中 � 200356（2番人気）� 144850（3番人気）� 378884（1番人気）
枠連票数 計 449235 的中 （1－6） 15891（8番人気）
馬連票数 計2433403 的中 �� 92251（8番人気）
馬単票数 計1277551 的中 �� 30435（12番人気）
ワイド票数 計1451081 的中 �� 57074（8番人気）�� 224963（1番人気）�� 123966（2番人気）
3連複票数 計2863912 的中 ��� 256429（1番人気）
3連単票数 計6458887 的中 ��� 61255（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．6―36．6―48．5―1：00．4―1：11．8―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

�フィアーノロマーノ �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Lion Heart デビュー 2017．1．28 京都1着

2014．8．21生 牡4鹿 母 Heart Ashley 母母 Pretty ’n Smart 7戦4勝 賞金 52，465，000円

５レース目



（30中山3）第8日 4月15日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 171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

424，040，000円
5，180，000円
21，150，000円
37，100，000円
52，210，000円
68，302，500円
5，038，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
1，337，288，200円
1，589，075，900円
801，666，700円
3，957，211，400円
1，654，489，200円
1，747，212，100円
5，375，360，500円
9，254，083，100円
650，286，700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 26，366，673，800円

総入場人員 42，970名 （有料入場人員 39，597名）



平成30年度 第3回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，368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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，192，430，000円
31，020，000円
141，650，000円
49，340，000円
260，050，000円
4，000，000円
555，592，500円
39，738，200円
13，132，800円

勝馬投票券売得金
5，144，368，800円
7，659，153，100円
2，890，791，000円
13，348，221，600円
6，128，141，600円
7，121，797，600円
18，121，143，500円
28，694，102，800円
650，286，700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 89，758，006，700円

総入場延人員 206，500名 （有料入場延人員 186，331名）
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