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重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
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08073 4月18日 雨 不良 （2中山3） 第7日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

23 クリノテルチャン 牝3栗 54
52 △木幡 育也栗本 博晴氏 大江原 哲 浦河 山田牧場 488＋ 61：54．9 6．3�

34 ジュールサイクル 牝3青 54 内田 博幸吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 442－ 6 〃 ハナ 3．1�
713 フルールエトワール 牝3芦 54 岩田 康誠髙松 悟氏 上原 博之 日高 いとう牧場 486± 01：55．43 6．8�
611 シ ラ カ バ 牝3栗 54 武藤 雅小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：56．35 8．1�
22 ユースフルラヴ 牝3黒鹿54 C．ルメール 吉田 晴哉氏 田中 博康 安平 追分ファーム 418＋10 〃 ハナ 3．3�
58 ヒラボクアリー 牝3鹿 54 野中悠太郎�平田牧場 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 464 ― 〃 クビ 18．7	
59 ガラパーティー 牝3栗 54 横山 典弘寺田千代乃氏 久保田貴士 新ひだか 矢野牧場 504＋121：57．04 16．5

47 アオイスター 牝3栗 54 中井 裕二鈴木 照雄氏 和田 雄二 新ひだか 前田ファーム 452± 01：57．21� 114．0�
11 マリノヴィヴィアナ 牝3栗 54 武士沢友治�クラウン 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 446＋ 41：57．62� 58．6�
815 アスピラシオン 牝3芦 54 田中 勝春髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 大江牧場 358＋ 41：58．13 341．7
610 ヤマニンファボリ 牝3青鹿54 木幡 巧也土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 388－ 61：58．73� 414．5�
712 ブラウンアイズ 牝3黒鹿54 江田 照男山上 和良氏 萱野 浩二 新冠 村上 進治 514＋ 21：58．91� 21．5�
46 スプリングブリーズ 牝3青鹿54 岩部 純二�マークス 萱野 浩二 浦河 多田 善弘 464＋ 41：59．53� 254．3�
35 ドゥマルセイユ 牝3鹿 54 石川裕紀人大塚 亮一氏 畠山 吉宏 浦河 ディアレスト

クラブ 408－ 22：01．09 358．8�
814 メ ン フ ィ ス 牝3鹿 54 L．ヒューイットソン �ニッシンホールディングス 伊藤 大士 浦河 栄進牧場 464＋ 22：03．2大差 50．5�

（南ア）

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，707，900円 複勝： 41，897，300円 枠連： 11，167，100円
馬連： 54，862，200円 馬単： 23，908，800円 ワイド： 44，990，800円
3連複： 84，620，300円 3連単： 85，467，800円 計： 375，622，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 130円 � 200円 枠 連（2－3） 350円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 420円 �� 860円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 16，110円

票 数

単勝票数 計 287079 的中 � 35902（3番人気）
複勝票数 計 418973 的中 � 48681（4番人気）� 106283（1番人気）� 45882（5番人気）
枠連票数 計 111671 的中 （2－3） 24092（1番人気）
馬連票数 計 548622 的中 �� 40993（3番人気）
馬単票数 計 239088 的中 �� 7160（9番人気）
ワイド票数 計 449908 的中 �� 28540（4番人気）�� 12674（11番人気）�� 24019（6番人気）
3連複票数 計 846203 的中 ��� 24910（6番人気）
3連単票数 計 854678 的中 ��� 3846（44番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―13．3―13．5―12．9―12．1―12．6―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―38．0―51．5―1：04．4―1：16．5―1：29．1―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．4
1
3
13，15，11（3，4，5）12（8，14）（2，9）10－（6，7）－1・（13，4）－（3，15）11，8（2，5，9）10（12，7）（6，1）14

2
4

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

勝馬の
紹 介

クリノテルチャン �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．10．6 新潟7着

2017．5．15生 牝3栗 母 ニシノキュベレー 母母 ニューサイエダッティ 11戦1勝 賞金 8，400，000円
〔制裁〕 シラカバ号の騎手武藤雅は，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：5番・4番）
〔その他〕 ドゥマルセイユ号は，発走後まもなく他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メンフィス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月18日まで平地競走に出

走できない。
〔3走成績による出走制限〕 アスピラシオン号・メンフィス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月18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。

08074 4月18日 雨 不良 （2中山3） 第7日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

36 レインボービーム 牡3黒鹿56 北村 友一北原光一郎氏 加藤 和宏 新ひだか カタオカステーブル 470＋ 21：11．9 59．6�
12 ラ フ ァ エ ル 牡3栗 56 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B490± 01：12．32� 24．7�
816 グランドストローク 牡3黒鹿56 L．ヒューイットソン �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 444－ 21：12．4� 10．9�

（南ア）

713 ペリトモレノ 牝3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 466＋ 61：12．5� 105．5�
815 センノベステス 牡3栗 56 吉田 豊浅野 正敏氏 南田美知雄 日高 日西牧場 474＋ 4 〃 クビ 35．1�
23 ゴールデンエポック 牡3栗 56 D．レーン ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋ 41：12．6クビ 1．9	
（豪）

714 ピュアプリンセス 牝3栗 54 岩田 康誠田畑 利彦氏 加藤士津八 浦河 浦河日成牧場 B466＋101：12．81� 53．4

47 アイアンメイデン 牝3鹿 54 C．ルメール 田原 邦男氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454± 01：12．9クビ 6．7�
510 ゼ ノ ン 牡3鹿 56 江田 照男�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 456 ―1：13．0� 79．7
48 ショシカンテツ 牡3黒鹿56 横山 和生國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム B504－ 21：13．21� 12．5�
24 サノノクヒオ 牡3栗 56 内田 博幸佐野 信幸氏 清水 英克 日高 木村牧場 490＋ 21：13．41� 5．1�
11 スナイプトウショウ 牝3青鹿54 野中悠太郎トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか 坂本 春雄 B484－ 61：13．5� 88．0�
59 デルマシトリン 牡3青鹿56 中井 裕二浅沼 廣幸氏 伊藤 伸一 千歳 社台ファーム 466－ 61：13．82 15．5�
611 トマティーナ 牡3鹿 56 武士沢友治�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 村下 明博 434－ 61：14．11� 133．8�
35 マロンパフェ 牝3鹿 54

52 △木幡 育也江川 伸夫氏 小桧山 悟 新ひだか 静内フジカワ牧場 408± 01：14．63 213．5�
612 デルマシルバー 牝3芦 54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 438± 0 〃 クビ 174．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，247，200円 複勝： 50，825，400円 枠連： 13，956，900円
馬連： 55，049，900円 馬単： 27，089，900円 ワイド： 47，108，600円
3連複： 86，081，900円 3連単： 99，697，700円 計： 412，057，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，960円 複 勝 � 1，180円 � 510円 � 360円 枠 連（1－3） 17，530円

馬 連 �� 33，220円 馬 単 �� 76，950円

ワ イ ド �� 6，390円 �� 3，730円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 79，310円 3 連 単 ��� 737，550円

票 数

単勝票数 計 322472 的中 � 4328（10番人気）
複勝票数 計 508254 的中 � 10435（9番人気）� 26474（6番人気）� 40430（4番人気）
枠連票数 計 139569 的中 （1－3） 617（24番人気）
馬連票数 計 550499 的中 �� 1284（50番人気）
馬単票数 計 270899 的中 �� 264（104番人気）
ワイド票数 計 471086 的中 �� 1884（48番人気）�� 3255（33番人気）�� 5071（26番人気）
3連複票数 計 860819 的中 ��� 814（143番人気）
3連単票数 計 996977 的中 ��� 98（981番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．3―12．0―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．1―34．4―46．4―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レインボービーム �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．1．5 中山8着

2017．4．5生 牡3黒鹿 母 オーファメイ 母母 タ イ ト ル ド 6戦1勝 賞金 6，400，000円
〔制裁〕 ショシカンテツ号の騎手横山和生は，3コーナー通過後に内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番・1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 ツウカイエオス号
※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。

第３回 中山競馬 第７日



08075 4月18日 雨 不良 （2中山3） 第7日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

55 サンビュート �3栗 56 C．ルメール �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 株式会社
ケイズ 484± 01：54．1 2．1�

11 マラジェッツ 牡3黒鹿56 M．デムーロ伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン
牧場 B462＋ 81：54．31� 7．4�

56 マイネルカガヤキ 牡3栗 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 青木 孝文 新冠 竹中牧場 B476＋ 21：54．51� 19．8�

79 ジンフラッシュ 牡3青鹿56 武士沢友治長谷川清英氏 小野 次郎 浦河 上山牧場 486＋ 2 〃 アタマ 64．8�
710 ジチュダケテソーロ 牡3鹿 56 D．レーン 了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 天羽 禮治 502＋ 6 〃 クビ 2．3�
（豪）

68 シュプレムラン 牡3黒鹿56 L．ヒューイットソン 島川 	哉氏 田中 博康 日高 有限会社 エ
スティファーム 488± 01：55．13� 11．9


（南ア）

67 セイカアーナンダイ 牡3栗 56 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 464－ 21：55．73� 137．8�
44 ユニバーサルタイム 牡3青鹿56 江田 照男山上 和良氏 中川 公成 浦河 北俣ファーム 494－ 81：56．12� 189．0�
33 ムーランアジュール 牝3鹿 54

52 △木幡 育也村上 卓史氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 438－ 61：56．52� 171．8
22 ロ ワ ル ゼ ル 牡3鹿 56 池添 謙一会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 502＋161：56．6クビ 21．7�
811 トマトトウマ 牝3黒鹿54 木幡 巧也松屋 隆士氏 牧 光二 新ひだか 原 弘之 394＋ 21：57．98 106．0�
812 クールサンタ �3青鹿56 横山 和生村島 昭男氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 440± 01：58．11� 205．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，839，000円 複勝： 83，660，200円 枠連： 8，193，300円
馬連： 46，602，500円 馬単： 30，430，900円 ワイド： 35，559，400円
3連複： 78，337，100円 3連単： 145，013，400円 計： 460，635，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 230円 � 330円 枠 連（1－5） 600円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 300円 �� 580円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 6，440円

票 数

単勝票数 計 328390 的中 � 121450（1番人気）
複勝票数 計 836602 的中 � 456826（1番人気）� 50259（3番人気）� 31197（5番人気）
枠連票数 計 81933 的中 （1－5） 10551（2番人気）
馬連票数 計 466025 的中 �� 47616（2番人気）
馬単票数 計 304309 的中 �� 20708（3番人気）
ワイド票数 計 355594 的中 �� 34315（2番人気）�� 15042（6番人気）�� 8263（12番人気）
3連複票数 計 783371 的中 ��� 20549（7番人気）
3連単票数 計1450134 的中 ��� 16314（20番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．9―13．2―12．7―13．0―12．7―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．1―50．3―1：03．0―1：16．0―1：28．7―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンビュート �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Theatrical デビュー 2019．10．26 東京7着

2017．5．22生 �3栗 母 チャームエンジェル 母母 Durability 6戦1勝 賞金 11，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 ムーランアジュール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月18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。

08076 4月18日 雨 不良 （2中山3） 第7日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

35 ライクアジュエリー 牝3鹿 54 武藤 雅青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 470－102：09．5 20．4�
611 ミスミルドレッド 牝3黒鹿54 吉田 豊丸山 担氏 小島 茂之 洞�湖 レイクヴィラファーム 442＋ 22：09．6� 2．3�
59 マスターワーク 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 486－ 2 〃 クビ 2．2�
47 カ ナ ワ ン 牝3青鹿54 横山 和生由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 434－142：10．34 16．8�
612 コースタルチャート 牝3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 472＋ 22：10．4クビ 6．5	
24 ボンヌシャンス 牝3黒鹿54 田中 勝春高橋 文男氏 宗像 義忠 新ひだか 矢野牧場 482－ 42：10．5� 317．8

36 ゲ ス テ ル ン 牝3黒鹿54 野中悠太郎薪浦 亨氏 武市 康男 日高 下川 茂広 B484－102：11．24 213．6�
510 ミヤコシャンティ 牝3黒鹿54 岩田 康誠吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 426－ 22：11．62� 112．6�
714 シングンジュリア 牝3鹿 54 江田 照男伊坂 重憲氏 大江原 哲 日高 広富牧場 460 ―2：11．7クビ 57．8
713 ラブキーセキ 牝3鹿 54 中井 裕二増田 陽一氏 大和田 成 新冠 佐藤牧場 410± 02：12．02 345．2�
816 ラビングシーン 牝3芦 54

52 △木幡 育也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本間 忍 日高 宝寄山 拓樹 478－ 42：12．21 341．4�

11 ディープブルーム 牝3鹿 54 津村 明秀横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 468± 02：12．52 45．0�
23 ホッコージュンレイ 牝3青鹿54 木幡 巧也北幸商事� 松永 康利 浦河 高昭牧場 440＋ 8 〃 アタマ 209．2�
815 レ ジ ュ ノ ア 牝3芦 54 内田 博幸 �京都ホースレーシング 杉浦 宏昭 新ひだか 前川 勝春 432－ 62：12．81� 255．9�
12 チ ス ジ 牝3鹿 54 武士沢友治新井原 博氏 星野 忍 新冠 川上牧場 498－ 22：13．43� 32．3�
817 ピュアファンタジー 牝3鹿 54 石川裕紀人堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 中川 浩典 470＋ 62：14．35 182．3�
48 クイックスタディ 牝3黒鹿54 柴田 善臣下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B476± 02：22．4大差 109．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 38，457，600円 複勝： 46，236，700円 枠連： 16，043，400円
馬連： 59，820，800円 馬単： 33，272，900円 ワイド： 46，937，900円
3連複： 95，547，500円 3連単： 125，887，300円 計： 462，204，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 170円 � 110円 � 110円 枠 連（3－6） 1，670円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 6，320円

ワ イ ド �� 490円 �� 440円 �� 150円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 16，730円

票 数

単勝票数 計 384576 的中 � 15068（5番人気）
複勝票数 計 462367 的中 � 45222（4番人気）� 128280（1番人気）� 119798（2番人気）
枠連票数 計 160434 的中 （3－6） 7434（6番人気）
馬連票数 計 598208 的中 �� 21768（7番人気）
馬単票数 計 332729 的中 �� 3947（17番人気）
ワイド票数 計 469379 的中 �� 20045（7番人気）�� 22631（5番人気）�� 102710（1番人気）
3連複票数 計 955475 的中 ��� 68096（3番人気）
3連単票数 計1258873 的中 ��� 5454（44番人気）

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

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―50．5―1：04．1―1：17．2―1：30．3―1：43．8―1：56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．2
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ライクアジュエリー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．3．20 中山9着

2017．3．2生 牝3鹿 母 ローズカットダイヤ 母母 ダイヤモンドジェム 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クイックスタディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月18日まで平地競

走に出走できない。



08077 4月18日 雨 不良 （2中山3） 第7日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時25分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

58 イ ザ ラ 牝3鹿 54 C．ルメール 栗坂 崇氏 加藤 征弘 新ひだか タガミファーム 448± 01：41．1 1．8�
34 エコロキングダム 牡3栃栗56 柴田 善臣原村 正紀氏 岩戸 孝樹 平取 オークツリー

ファーム 466－10 〃 クビ 33．7�
35 ト キ メ キ 牝3栗 54 田辺 裕信�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 478± 01：41．41� 9．5�
713 アルピニズム 牡3鹿 56 M．デムーロ吉田 照哉氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 492＋ 41：41．72 4．9�
47 ロジマジェスティ 牝3黒鹿54 岩田 康誠久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 428＋ 61：42．33� 34．4�
46 メイショウカイコウ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 本巣 敦 430＋ 21：42．51� 23．4	
610 シュバリエサージュ 牡3青 56 横山 和生酒井 喜生氏 小野 次郎 様似 富田 恭司 B478＋ 41：42．6� 81．8

611 ケイティディライト 牝3鹿 54 中井 裕二瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 北星村田牧場 452－ 21：42．7� 69．7�
814 ベ ン ガ ン 牡3芦 56 D．レーン 小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 456 ―1：43．65 4．9�

（豪）

712 メガフロート 牡3鹿 56 津村 明秀 �シルクレーシング 田中 剛 日高 シンボリ牧場 456＋ 4 〃 クビ 33．6
815 ライトニングレイ 牝3青鹿54 木幡 巧也 �ローレルレーシング 牧 光二 新冠 川島牧場 450 ―1：43．7クビ 74．0�
59 シラカワカツコ 牝3鹿 54 江田 照男大久保與志雄氏 伊藤 伸一 新冠 新冠橋本牧場 396－ 21：43．91� 239．8�
11 ナンバーフォー 牝3栗 54 武士沢友治稲垣 隆治氏 蛯名 利弘 新ひだか 木田牧場 462＋ 41：44．11 330．5�
23 ユ ラ ヒ メ 牝3黒鹿54 野中悠太郎会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 430－ 81：44．95 481．6�
22 キングフェーヴル 牝3栗 54

52 △木幡 育也廣崎利洋HD� 青木 孝文 浦河 栄進牧場 438＋ 21：47．1大差 78．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 44，494，900円 複勝： 71，938，600円 枠連： 13，542，200円
馬連： 63，004，900円 馬単： 33，068，000円 ワイド： 50，086，500円
3連複： 93，074，400円 3連単： 124，718，000円 計： 493，927，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 560円 � 200円 枠 連（3－5） 620円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 630円 �� 310円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 5，690円 3 連 単 ��� 22，720円

票 数

単勝票数 計 444949 的中 � 194085（1番人気）
複勝票数 計 719386 的中 � 349814（1番人気）� 16041（8番人気）� 63151（4番人気）
枠連票数 計 135422 的中 （3－5） 16812（3番人気）
馬連票数 計 630049 的中 �� 18034（9番人気）
馬単票数 計 330680 的中 �� 6931（12番人気）
ワイド票数 計 500865 的中 �� 19749（7番人気）�� 45847（2番人気）�� 5805（22番人気）
3連複票数 計 930744 的中 ��� 12268（17番人気）
3連単票数 計1247180 的中 ��� 3979（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―25．1―37．5―49．9―1：02．6―1：15．1―1：27．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F51．2―3F38．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イ ザ ラ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．10．6 東京5着

2017．2．22生 牝3鹿 母 リ ュ ン ヌ 母母 レイオブライト 5戦1勝 賞金 10，550，000円
〔その他〕 ベンガン号は，3コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングフェーヴル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月18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。

08078 4月18日 雨 不良 （2中山3） 第7日 第6競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走12時55分 （芝・右・外）（500万円以下）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

611 トロワマルス 牝3鹿 54 M．デムーロ山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 468＋ 61：12．0 5．9�
46 グッドマックス 牝3芦 54 武 豊長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 456＋ 21：12．85 11．0�
34 ブライティアランド 牝3芦 54 横山 典弘小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 462＋ 21：12．9� 16．8�
59 シュルルヴァン 牝3青鹿54 松山 弘平街風 �雄氏 高木 登 安平 追分ファーム 458＋ 21：13．11� 15．9�
713 マイネルテナシャス 牡3青鹿56 D．レーン �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 466± 0 〃 アタマ 2．1	
（豪）

47 インウィクトス 牡3鹿 56 田辺 裕信加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 458＋ 4 〃 ハナ 5．1

35 コパノライダー 牡3青鹿56 武藤 雅小林 照弘氏 斎藤 誠 新ひだか へいはた牧場 454－ 21：13．3� 53．9�
11 スウィートメリナ 牝3栗 54 野中悠太郎岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 高岸 順一 424－ 21：13．83 113．1�
58 � ハ ニ ー リ ン 牝3鹿 54 内田 博幸西森 功氏 堀井 雅広 浦河 山春牧場 466＋ 41：14．86 22．5
815 ドラゴンズバック 牡3鹿 56

54 △木幡 育也田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 444± 0 〃 ハナ 17．1�
814 ヤマニンプレシオサ 牝3黒鹿54 岩田 康誠土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 468＋ 61：15．01 33．1�
22 キ ラ ー ビ ー 牡3鹿 56 武士沢友治中丸 裕嗣氏 青木 孝文 浦河 上山牧場 442＋ 2 〃 クビ 111．8�
610 カップッチョ 牡3鹿 56 横山 和生�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 450－ 81：16．27 32．2�
712 グ ラ イ ユ ル 牝3栗 54 江田 照男�ノースヒルズ 鹿戸 雄一 新ひだか 土居牧場 442＋ 61：17．9大差 47．7�

（14頭）
23 � プリンスチャーム 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン ゴドルフィン 栗田 徹 英 Aston Mul-

lins Stud 444－ 2 （競走除外）
（南ア）

売 得 金
単勝： 38，620，600円 複勝： 53，413，500円 枠連： 16，345，800円
馬連： 53，062，800円 馬単： 21，428，000円 ワイド： 48，107，000円
3連複： 61，570，600円 3連単： 61，110，800円 計： 353，659，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 250円 � 300円 � 460円 枠 連（4－6） 1，260円

馬 連 �� 2，900円 馬 単 �� 5，320円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 1，370円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 15，450円 3 連 単 ��� 70，320円

票 数

単勝票数 差引計 386206（返還計 82333） 的中 � 51579（3番人気）
複勝票数 差引計 534135（返還計 84811） 的中 � 60227（3番人気）� 47528（4番人気）� 27530（7番人気）
枠連票数 差引計 163458（返還計 664） 的中 （4－6） 10031（5番人気）
馬連票数 差引計 530628（返還計262291） 的中 �� 14138（9番人気）
馬単票数 差引計 214280（返還計108176） 的中 �� 3018（18番人気）
ワイド票数 差引計 481070（返還計182373） 的中 �� 10496（12番人気）�� 9098（17番人気）�� 5423（27番人気）
3連複票数 差引計 615706（返還計483413） 的中 ��� 2987（50番人気）
3連単票数 差引計 611108（返還計496373） 的中 ��� 630（213番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―12．0―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．4―47．4―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トロワマルス �
�
父 キングズベスト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．8．4 新潟1着

2017．3．3生 牝3鹿 母 セ キ シ ョ ウ 母母 ホーネットピアス 8戦2勝 賞金 17，200，000円
〔競走除外〕 プリンスチャーム号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 マイネルテナシャス号の騎手D．レーンは，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：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カップッチョ号・グライユル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月18日ま

で平地競走に出走できない。
※スウィートメリナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



08079 4月18日 雨 不良 （2中山3） 第7日 第7競走 ��2，400�4歳以上1勝クラス
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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

11 ローリエテソーロ 牡4栗 57 松山 弘平了德寺健二ホール
ディングス� 加藤 和宏 浦河 辻 牧場 526＋ 22：34．0 10．6�

88 エコロドリーム 牡4栗 57 柴田 善臣原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 478－ 2 〃 ハナ 5．5�
66 ハ イ チ ー ズ 牡5鹿 57 田中 勝春 �ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 516＋ 82：34．1� 50．4�
55 � ゾ ロ 牡4栗 57 武士沢友治北山 敏�氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 462－ 42：34．31� 27．6�
22 トモジャタイクーン 牡5鹿 57 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 508－ 2 〃 ハナ 7．3	
44 ユキノアンビシャス 牡5鹿 57 内田 博幸井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 494＋ 22：35．04 19．8

77 �� ドーバーテソーロ 牡4黒鹿57 L．ヒューイットソン 了德寺健二ホールディングス� 奥平 雅士 米 Chadds Ford

Stable, LLC 482－ 22：35．1	 2．3�
（南ア）

89 � マジックブルーム 牝4鹿 55 木幡 巧也村山 卓也氏 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 22：36．16 49．6�
33 プレイングラン 牡4栗 57 田辺 裕信スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 484＋ 82：38．7大差 3．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，567，700円 複勝： 42，804，000円 枠連： 8，511，500円
馬連： 59，342，000円 馬単： 31，098，300円 ワイド： 43，286，600円
3連複： 76，303，000円 3連単： 135，002，600円 計： 434，915，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 310円 � 240円 � 760円 枠 連（1－8） 3，270円

馬 連 �� 3，810円 馬 単 �� 7，110円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 3，860円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 31，470円 3 連 単 ��� 187，500円

票 数

単勝票数 計 385677 的中 � 29009（5番人気）
複勝票数 計 428040 的中 � 37135（5番人気）� 52489（4番人気）� 12706（8番人気）
枠連票数 計 85115 的中 （1－8） 2017（12番人気）
馬連票数 計 593420 的中 �� 12050（13番人気）
馬単票数 計 310983 的中 �� 3276（27番人気）
ワイド票数 計 432866 的中 �� 9176（13番人気）�� 2837（30番人気）�� 5086（22番人気）
3連複票数 計 763030 的中 ��� 1818（62番人気）
3連単票数 計1350026 的中 ��� 522（329番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．4―38．2―50．9―1：04．0―1：17．5―1：30．8―1：43．2―1：55．5―2：08．0―2：20．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」 上り4F50．8―3F38．5
1
�
1（8，9，7）6，4（2，3）－5・（1，6）7－（8，9）4，2－5－3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ローリエテソーロ �
�
父 グランプリボス �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2018．12．2 中山9着

2016．4．2生 牡4栗 母 セルリアンブルー 母母 プレイリークイーン 13戦2勝 賞金 13，900，000円
※ドーバーテソーロ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

08080 4月18日 雨 不良 （2中山3） 第7日 第8競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

44 セイドアモール 牝4鹿 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ

アーム 498＋121：11．5 5．4�
79 ファインダッシュ 牡8黒鹿57 田中 勝春井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B516± 0 〃 クビ 11．6�
68 オルダージュ 牡4黒鹿57 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 482＋ 21：11．81� 6．0�
811 タマモキャペリン 牝4鹿 55 武藤 雅タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 458± 01：11．9� 6．6�
55 ヒロノトウリョウ 牡4鹿 57 田辺 裕信小野 博郷氏 蛯名 利弘 新冠 新冠伊藤牧場 B492± 0 〃 クビ 9．7�
812 ダブルスプリット 牡6栗 57 丸山 元気椎名 節氏 上原 博之 日高 山際 辰夫 486－121：12．0� 105．4	
56 カッチョエペペ 牝4栗 55 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B450± 0 〃 ハナ 9．5

33 � アースコレクション 牡7鹿 57 D．レーン �グリーンファーム尾関 知人 米

Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

B528＋ 4 〃 ハナ 3．9�
（豪）

710 ココロノイコロ 牡5黒鹿57 北村 友一海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 谷岡牧場 460＋ 41：12．74 18．3�
22 ケイゴールド 牝4青鹿55 L．ヒューイットソン 布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 476＋ 21：13．33� 41．0

（南ア）

11 � ギ ニ ー 牡4鹿 57 石川裕紀人中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 514± 01：13．4� 9．9�
67 � ト ッ プ ギ ア 牡5鹿 57 横山 和生 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 B458± 0 〃 アタマ 101．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，546，600円 複勝： 70，978，700円 枠連： 12，489，000円
馬連： 87，462，700円 馬単： 32，767，500円 ワイド： 61，164，200円
3連複： 119，327，000円 3連単： 129，898，600円 計： 553，634，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 310円 � 190円 枠 連（4－7） 2，420円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 580円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 5，630円 3 連 単 ��� 31，980円

票 数

単勝票数 計 395466 的中 � 58545（2番人気）
複勝票数 計 709787 的中 � 91037（4番人気）� 52039（8番人気）� 103820（3番人気）
枠連票数 計 124890 的中 （4－7） 3994（17番人気）
馬連票数 計 874627 的中 �� 21666（18番人気）
馬単票数 計 327675 的中 �� 4250（34番人気）
ワイド票数 計 611642 的中 �� 14022（20番人気）�� 28255（2番人気）�� 12479（21番人気）
3連複票数 計1193270 的中 ��� 15870（25番人気）
3連単票数 計1298986 的中 ��� 2944（133番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．1―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―46．9―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイドアモール �
�
父 バトルプラン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．8．12 新潟2着

2016．4．25生 牝4鹿 母 ファスキナーレ 母母 アロールーシー 21戦2勝 賞金 33，550，000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。



08081 4月18日 雨 不良 （2中山3） 第7日 第9競走 ��2，000�
や ま ふ じ

山 藤 賞
発走14時25分 （芝・右）

3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

89 セントオブゴールド 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－102：08．6 1．9�

55 コスモギンガ 牝3芦 54 野中悠太郎岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 日高 出口牧場 452＋ 22：09．55 57．1�
88 コスモインペリウム 牡3鹿 56 武藤 雅岡田 繁幸氏 和田 雄二 えりも 能登 浩 506－ 22：09．71� 24．3�
77 サ ペ ラ ヴ ィ 牡3鹿 56 D．レーン 伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 472＋ 82：10．33� 3．4�
（豪）

44 トランシルヴァニア �3鹿 56 丸山 元気 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：10．5� 19．6�
66 マイネルポインター 牡3黒鹿56 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 博康 新ひだか 松本牧場 442＋ 42：11．88 6．3

33 ロッソモラーレ 牡3芦 56 横山 和生 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 槇本牧場 450± 02：12．97 33．5�
11 チアチアクラシカ 牝3鹿 54 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 492－ 22：15．3大差 6．8�

（8頭）
22 ブラックマジック 牡3青鹿56 L．ヒューイットソン 窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

（南ア）

売 得 金
単勝： 59，045，300円 複勝： 51，948，400円 枠連： 9，639，600円
馬連： 85，182，200円 馬単： 45，411，100円 ワイド： 53，996，400円
3連複： 110，420，000円 3連単： 217，881，900円 計： 633，524，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 760円 � 380円 枠 連（5－8） 4，390円

馬 連 �� 6，400円 馬 単 �� 8，060円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 920円 �� 3，500円

3 連 複 ��� 18，110円 3 連 単 ��� 75，790円

票 数

単勝票数 計 590453 的中 � 242409（1番人気）
複勝票数 計 519484 的中 � 169337（1番人気）� 12105（8番人気）� 27377（6番人気）
枠連票数 計 96396 的中 （5－8） 1700（13番人気）
馬連票数 計 851822 的中 �� 10306（18番人気）
馬単票数 計 454111 的中 �� 4221（24番人気）
ワイド票数 計 539964 的中 �� 7493（20番人気）�� 15698（11番人気）�� 3869（27番人気）
3連複票数 計1104200 的中 ��� 4572（40番人気）
3連単票数 計2178819 的中 ��� 2084（178番人気）

ハロンタイム 13．0―12．4―13．2―12．8―13．0―13．3―13．0―12．7―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．4―38．6―51．4―1：04．4―1：17．7―1：30．7―1：43．4―1：55．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セントオブゴールド 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．8．4 新潟3着

2017．4．12生 牡3鹿 母 キューティゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 4戦2勝 賞金 19，638，000円
〔出走取消〕 ブラックマジック号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チアチアクラシカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月18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。

08082 4月18日 雨 不良 （2中山3） 第7日 第10競走 ��1，800�
しもうさ

下総ステークス
発走15時00分 （ダート・右）

4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

89 � メイクハッピー 牝4鹿 55 C．ルメール 吉田 和子氏 新開 幸一 米 Reddam
Racing, LLC 482－ 41：50．7 2．1�

77 ラ ー ジ ヒ ル 牡4鹿 57 丸山 元気�リーヴァ 林 徹 新ひだか 三石橋本牧場 490＋ 61：51．01� 13．7�
66 ダイシンインディー 牡4栗 57 吉田 豊大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 546＋14 〃 ハナ 21．6�
22 キャンディスイート 牝4鹿 55 横山 典弘吉田 千津氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 464＋ 41：52．27 9．6�
11 テ ィ タ ー ヌ 牡4鹿 57 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 千歳 社台ファーム 456－ 21：52．62� 7．2	
88 エムオーグリッタ 牡6鹿 57 津村 明秀大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 	橋本牧場 B504－ 4 〃 クビ 2．9

44 オーヴァーライト 
5栗 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 手塚 貴久 新冠 須崎牧場 B480± 01：53．66 35．1�
33 マンカストラップ 牡6青鹿57 木幡 巧也�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 504± 01：53．7� 88．4�
55 ベルキューズ 牝4栗 55 L．ヒューイットソン �ローレルレーシング 武井 亮 新冠 村田牧場 B492＋ 61：56．5大差 18．7

（南ア）

（9頭）

売 得 金
単勝： 60，422，700円 複勝： 58，732，000円 枠連： 17，802，900円
馬連： 110，836，500円 馬単： 53，288，200円 ワイド： 65，789，500円
3連複： 142，431，700円 3連単： 249，790，100円 計： 759，093，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 260円 � 410円 枠 連（7－8） 690円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 430円 �� 770円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 11，760円

票 数

単勝票数 計 604227 的中 � 221708（1番人気）
複勝票数 計 587320 的中 � 177097（1番人気）� 48073（5番人気）� 26663（7番人気）
枠連票数 計 178029 的中 （7－8） 19883（4番人気）
馬連票数 計1108365 的中 �� 89169（3番人気）
馬単票数 計 532882 的中 �� 28910（4番人気）
ワイド票数 計 657895 的中 �� 41865（4番人気）�� 21725（11番人気）�� 9200（22番人気）
3連複票数 計1424317 的中 ��� 26586（16番人気）
3連単票数 計2497901 的中 ��� 15399（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―35．7―48．5―1：00．9―1：12．9―1：25．2―1：37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�メイクハッピー �
�
父 Square Eddie �

�
母父 Ten Most Wanted デビュー 2018．10．7 東京1着

2016．1．7生 牝4鹿 母 Silar Rules 母母 Morning Meadow 9戦4勝 賞金 60，256，000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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルキューズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月18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。



08083 4月18日 雨 不良 （2中山3） 第7日 第11競走
第22回農林水産省賞典

��4，250�中山グランドジャンプ（Ｊ・ＧⅠ）
発走15時40分 （芝・外）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳62�5歳以上63�，牝馬2�
減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 66，000，000円 26，000，000円 17，000，000円 9，900，000円 6，600，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000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4：43．0良

66 オジュウチョウサン 牡9鹿 63 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 510± 05：02．9 1．1�
811 メイショウダッサイ 牡7黒鹿63 森 一馬松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 506－ 65：03．43 10．2�
55 ブライトクォーツ 牡6鹿 63 西谷 誠 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 490－105：05．8大差 20．4�
67 シンキングダンサー 牡7栗 63 五十嵐雄祐佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 474－ 25：09．5大差 28．9�
810 アズマタックン 牡7青鹿63 小坂 忠士東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 508－ 45：10．88 193．1	
22 ヒロシゲセブン 牡5鹿 63 高田 潤
岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 512－ 45：12．18 121．4�
33 コスモロブロイ 牡5青鹿63 草野 太郎岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 528－ 45：16．0大差 84．9�
44 ユイノシンドバッド 牡5青鹿63 大江原 圭由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 500－ 65：18．1大差 177．5
11 シングンマイケル �6鹿 63 金子 光希伊坂 重憲氏 大江原 哲 新冠 ヒカル牧場 462＋ 6 （競走中止） 6．1�
78 メドウラーク 牡9鹿 63 北沢 伸也吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 512± 0 （競走中止） 33．5�
79 � セガールフォンテン 牡10栗 63 上野 翔吉橋 興生氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 498－10 （競走中止） 267．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 118，522，100円 複勝： 281，333，400円 枠連： 33，921，000円
馬連： 209，788，500円 馬単： 178，386，700円 ワイド： 127，557，400円
3連複： 318，980，100円 3連単： 1，000，699，700円 計： 2，269，188，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 160円 � 190円 枠 連（6－8） 450円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 220円 �� 270円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 2，710円

票 数

単勝票数 計1185221 的中 � 797776（1番人気）
複勝票数 計2813334 的中 � 2181667（1番人気）� 130695（3番人気）� 96147（4番人気）
枠連票数 計 339210 的中 （6－8） 57688（2番人気）
馬連票数 計2097885 的中 �� 350867（2番人気）
馬単票数 計1783867 的中 �� 258098（2番人気）
ワイド票数 計1275574 的中 �� 167718（2番人気）�� 124523（3番人気）�� 38233（9番人気）
3連複票数 計3189801 的中 ��� 162483（4番人気）
3連単票数 計10006997 的中 ��� 267597（7番人気）
上り 1マイル 1：53．1 4F 55．9－3F 41．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オジュウチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．10．19 東京11着

2011．4．3生 牡9鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 障害：24戦16勝 賞金 748，606，000円
〔競走中止〕 セガールフォンテン号は，7号障害〔大いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

メドウラーク号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため3周目4コーナーで競走中止。
シングンマイケル号は，10号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

08084 4月18日 雨 不良 （2中山3） 第7日 第12競走 ��1，800�
と ね が わ

利 根 川 特 別
発走16時25分 （ダート・右）

4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

23 � バスカヴィル 牡6鹿 57 C．ルメールゴドルフィン 加藤 征弘 米
Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

484＋ 41：50．2 5．3�
815 ダイワドノヴァン 牡6黒鹿57 野中悠太郎大城 敬三氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B536＋ 41：50．94 39．9�
47 � デ ス ト ロ イ 牡6栗 57 松山 弘平諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B524＋ 41：51．64 25．3�
24 ヴォウジラール 牡5鹿 57 L．ヒューイットソン �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 526－ 41：52．23� 3．9�

（南ア）

35 トレンドライン 牡6栗 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 482＋10 〃 クビ 19．3�
510 シャドウセッション 牡4鹿 57 D．レーン 飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 520－ 21：52．41	 3．4	

（豪）

36 グ ロ グ ラ ン 牝5栗 55 武士沢友治藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 484± 0 〃 クビ 8．0

612 ヤマニンバンタジオ 
6栗 57 吉田 豊土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 538－ 61：52．61	 60．7�
48 マックスアン 牡4栗 57 田辺 裕信 TURFレーシング 大和田 成 新冠 村上 欽哉 470± 01：52．7クビ 26．5�
11 パイロキネシスト 牡8黒鹿57 横山 和生平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B496－ 21：53．55 52．2
713 モリトユウブ 牡5鹿 57 内田 博幸吉川 朋宏氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 500－ 21：53．92� 37．2�
12 ボールドジャパン 牡9鹿 57 江田 照男増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 武田 修一 522＋ 81：54．43 135．6�
59 サニークラウド 牡4鹿 57 岩田 康誠髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム B494－ 21：54．5クビ 32．2�
714 トミケンエンデレア 牡5鹿 57 藤岡 康太冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 下河辺牧場 512＋ 41：56．2大差 96．0�
816 モッズストーン 
4栗 57 津村 明秀吉田 和美氏 武井 亮 新ひだか 畠山牧場 482－ 41：57．37 25．2�
611 ブリッツェンシチー 牡4鹿 57 M．デムーロ �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 534＋ 42：04．8大差 11．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 95，900，900円 複勝： 140，891，300円 枠連： 50，628，700円
馬連： 209，513，700円 馬単： 79，828，400円 ワイド： 165，063，100円
3連複： 347，362，700円 3連単： 367，691，300円 計： 1，456，880，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 220円 � 840円 � 580円 枠 連（2－8） 1，890円

馬 連 �� 9，530円 馬 単 �� 14，880円

ワ イ ド �� 2，810円 �� 1，740円 �� 7，950円

3 連 複 ��� 59，450円 3 連 単 ��� 305，350円

票 数

単勝票数 計 959009 的中 � 143938（3番人気）
複勝票数 計1408913 的中 � 200272（3番人気）� 38772（12番人気）� 58499（8番人気）
枠連票数 計 506287 的中 （2－8） 20760（8番人気）
馬連票数 計2095137 的中 �� 17037（29番人気）
馬単票数 計 798284 的中 �� 4023（43番人気）
ワイド票数 計1650631 的中 �� 15167（30番人気）�� 24921（13番人気）�� 5264（74番人気）
3連複票数 計3473627 的中 ��� 4382（160番人気）
3連単票数 計3676913 的中 ��� 873（800番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．1―12．2―11．8―12．3―13．2―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．6―47．8―59．6―1：11．9―1：25．1―1：37．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．3
1
3
9－16（3，13，14）4－15（2，6）－（5，10）－（1，12）7，11－8
9（3，16，13）（15，14）4，6（5，10）（2，12）（1，7）11－8

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

勝馬の
紹 介

�バスカヴィル �
�
父 Bernardini �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2016．10．23 東京2着

2014．3．4生 牡6鹿 母 Divalarious 母母 Alidiva 21戦3勝 賞金 56，223，000円
〔調教再審査〕 ブリッツェンシチー号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ブリッツェンシチー号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕トミケンエンデレア号・モッズストーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月

18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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 カセノウィナー号・カフェアトラス号・スピアザゴールド号・トレイントレイン号・ペイシャムートン号
※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。



（2中山3）第7日 4月18日（土曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 154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
厩務員出走奨励金

298，780，000円
19，180，000円
1，620，000円
32，480，000円
63，002，000円
5，544，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
627，372，500円
994，659，500円
212，241，400円
1，094，528，700円
589，978，700円
789，647，400円
1，614，056，300円
2，742，859，200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
計 8，665，343，700円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第3回中山競馬第7日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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