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08025 4月4日 晴 稍重 （2中山3） 第3日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時10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
1：08．7
1：08．7

重
重

59 クィーンアドバンス 牝3青 54 横山 和生柳内 正基氏 勢司 和浩 日高 沖田牧場 470－ 21：12．4 5．0�
23 トリッチトラッチ 牝3芦 54 田辺 裕信ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 浦河日成牧場 B424＋ 41：12．5� 3．7�
714 ロードオブイサチル 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 静内酒井牧場 B484＋ 81：12．71 3．5�
12 ヴィーナスブレス 牝3栗 54 北村 宏司西森 功氏 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 468＋ 21：12．91� 15．7�
47 エリーウェイ 牝3芦 54 武士沢友治谷川 正純氏 南田美知雄 新ひだか グランド牧場 462－ 21：13．32� 25．2�
24 ダイヤモンドリリー 牝3鹿 54

52 △木幡 育也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 門別 敏朗 440＋ 41：13．51� 40．7	
816 スマイルフェイス 牝3栗 54 伊藤 工真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 新ひだか 下屋敷牧場 506＋ 41：13．92� 17．8

611 セストリエール 牝3栗 54 武藤 雅�下河辺牧場 池上 昌和 日高 下河辺牧場 434－ 21：14．0� 7．6�
612 スナイプトウショウ 牝3青鹿54 木幡 巧也トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか 坂本 春雄 B490－241：14．74 54．2
11 キ ュ ア ノ ス 牝3青鹿 54

52 ◇藤田菜七子�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 454－ 21：15．12� 8．3�
36 ドゥマルセイユ 牝3鹿 54 藤井勘一郎大塚 亮一氏 畠山 吉宏 浦河 ディアレスト

クラブ 410－ 61：15．2� 299．5�
48 ド ル チ ェ 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士�サンコウ牧場 田中 清隆 新ひだか サンコウ牧場 432 ―1：15．41� 46．2�
713 ユーメイドリーム 牝3黒鹿54 大野 拓弥大野 裕氏 松山 将樹 浦河 金成吉田牧場 434± 01：15．82 81．7�
35 スーリエドヴェール 牝3鹿 54 江田 照男岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 タニグチ牧場 502 ― 〃 クビ 93．0�
815 ダヴィンチノチョウ 牝3芦 54 田中 勝春國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 442－121：15．9� 279．2�
510 フ ク ジ ュ 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 506 ―1：16．64 305．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，169，900円 複勝： 70，699，000円 枠連： 13，224，300円
馬連： 76，831，700円 馬単： 34，008，800円 ワイド： 64，562，800円
3連複： 120，077，300円 3連単： 118，814，200円 計： 537，388，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 130円 � 140円 � 140円 枠 連（2－5） 850円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 300円 �� 310円 �� 320円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 5，440円

票 数

単勝票数 計 391699 的中 � 61832（3番人気）
複勝票数 計 706990 的中 � 142948（1番人気）� 131071（2番人気）� 123718（3番人気）
枠連票数 計 132243 的中 （2－5） 11943（3番人気）
馬連票数 計 768317 的中 �� 67233（3番人気）
馬単票数 計 340088 的中 �� 13662（6番人気）
ワイド票数 計 645628 的中 �� 55787（1番人気）�� 53000（2番人気）�� 50662（3番人気）
3連複票数 計1200773 的中 ��� 103989（1番人気）
3連単票数 計1188142 的中 ��� 15832（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．8―12．1―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．7―46．8―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クィーンアドバンス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 スマートボーイ デビュー 2019．7．13 福島9着

2017．2．13生 牝3青 母 イエスアイキャン 母母 イエスプリーズ 6戦1勝 賞金 7，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フクジュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月4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 フレアリボン号

08026 4月4日 晴 稍重 （2中山3） 第3日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時40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

510 エメラルホープ 牡3黒鹿56 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 512－ 81：54．3 3．6�
714 ケイアイタカプナ 牡3黒鹿56 江田 照男亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 460＋ 21：54．62 11．5�
59 クロフネシルエット 牡3芦 56 野中悠太郎 IHR 林 徹 日高 広富牧場 514＋ 21：55．02� 3．4�
713 ショウナンアクア 牡3栗 56 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 ムラカミファーム 470＋ 41：55．85 8．1�
611 ファナティックエロ 牡3芦 56 丸田 恭介�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 500＋ 6 〃 クビ 270．9�
12 プルークファーレン 牡3栗 56 大野 拓弥吉田 照哉氏 中舘 英二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 81：56．01� 30．2	
612 ラ テ ィ ノ ス 牡3鹿 56 田辺 裕信小泉 修氏 小西 一男 浦河 高岸 順一 494± 01：56．1� 15．9

11 サクラトラジャー 牡3栗 56 石橋 脩�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 452＋ 41：56．2� 45．8�
35 コスモケルビン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 506± 01：56．41� 26．6
815 アルディビート 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大坂田 行夫氏 土田 稔 新ひだか 原 弘之 474－ 21：56．5� 193．7�
24 ビートザウイングス �3栗 56 横山 武史 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 464－281：56．81� 6．5�
47 エコロウィング 牡3栗 56 丹内 祐次原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 畠山牧場 B438－ 21：57．01� 253．6�
816 ヴォーグロックユー 牡3栗 56 木幡 巧也志村 幸彦氏 牧 光二 浦河 市川フアーム 476－ 21：57．32 131．0�
36 ヴァイオレット 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士中辻 明氏 小桧山 悟 新冠 ハシモトフアーム 418－ 21：58．25 432．0�
48 シェーンクラート 牡3黒鹿56 横山 典弘金山 敏也氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 8 〃 ハナ 6．9�
23 ビクトリーマジック �3栗 56 内田 博幸田島榮二郎氏 竹内 正洋 浦河 市川フアーム 442＋ 22：02．2大差 275．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，619，800円 複勝： 54，036，800円 枠連： 14，468，900円
馬連： 61，547，600円 馬単： 28，619，800円 ワイド： 54，915，900円
3連複： 93，501，700円 3連単： 100，719，900円 計： 440，430，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 240円 � 140円 枠 連（5－7） 380円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 570円 �� 300円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 12，950円

票 数

単勝票数 計 326198 的中 � 71394（2番人気）
複勝票数 計 540368 的中 � 121692（1番人気）� 44214（6番人気）� 108506（2番人気）
枠連票数 計 144689 的中 （5－7） 28774（1番人気）
馬連票数 計 615476 的中 �� 25444（9番人気）
馬単票数 計 286198 的中 �� 6721（14番人気）
ワイド票数 計 549159 的中 �� 23520（5番人気）�� 51882（1番人気）�� 22488（6番人気）
3連複票数 計 935017 的中 ��� 33215（4番人気）
3連単票数 計1007199 的中 ��� 5637（29番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．8―13．5―13．1―12．3―12．8―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．1―50．6―1：03．7―1：16．0―1：28．8―1：41．2

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

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

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

エメラルホープ �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．1．5 中山8着

2017．5．28生 牡3黒鹿 母 セトウチソーラー 母母 サマーヴォヤージュ 4戦1勝 賞金 5，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビクトリーマジック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月4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〕 エコロウィング号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月4日まで平地競走に出走できな

い。

第３回 中山競馬 第３日



08027 4月4日 晴 稍重 （2中山3） 第3日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時10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

612 ダ ウ ラ ギ リ 牡3芦 56 石橋 脩 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 506－ 41：12．1 2．2�
48 スリーハーバー 牡3栗 56 勝浦 正樹永井商事� 柄崎 孝 厚真 阿部 栄乃進 486－ 41：13．05 4．0�
713 ハッピーミニスター 牡3黒鹿56 大野 拓弥堀 祥子氏 池上 昌和 新ひだか 萩澤 泰博 462－ 21：13．63� 4．6�
24 プ ー ラ ン 牝3青鹿 54

52 ◇藤田菜七子梶原 哲朗氏 清水 英克 新ひだか 原 弘之 476＋ 11：13．81� 101．6�
35 デルマラピスラズリ 牡3鹿 56 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 512＋ 4 〃 ハナ 8．0	
47 レインボービーム 牡3黒鹿56 中谷 雄太北原光一郎氏 加藤 和宏 新ひだか カタオカステーブル 468± 01：13．9クビ 30．6

36 ツウカイエオス 牝3鹿 54 石川裕紀人木村 直樹氏 小笠 倫弘 新ひだか 萩澤 泰博 428－101：14．11� 118．8�
11 ユ タ カ サ ン 牡3鹿 56

53 ▲原 優介井山 登氏 竹内 正洋 青森 石田 英機 478－ 81：14．31� 12．6�
510 ニジュッケンドーロ 牡3鹿 56 M．デムーロ保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B412－101：14．62 38．9
12 トウカイマナ 牝3栗 54 野中悠太郎内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 B452－ 21：14．7� 28．2�
714 カシノピアレス 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹柏木 務氏 和田 雄二 鹿児島 柏木 務 468－ 9 〃 ハナ 164．8�
611 ナイトクリーガー 牡3鹿 56 的場 勇人藤田 孟司氏 的場 均 日高 モリナガファーム 494－ 21：14．91 276．1�
815 マ イ ラ ニ 牝3黒鹿54 柴田 大知�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 396－ 61：15．85 165．7�
59 トーアクルス 牡3芦 56 武士沢友治高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 514＋101：16．33 313．5�
23 キューティーカノン 牝3鹿 54

52 △木幡 育也中地賢次郎氏 星野 忍 新冠 中地 康弘 426－ 61：16．4クビ 224．1�
816 デルマヒスイ 牝3青 54

53 ☆菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 424－ 81：17．67 222．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，766，100円 複勝： 48，576，000円 枠連： 10，786，800円
馬連： 60，131，700円 馬単： 32，068，300円 ワイド： 46，673，900円
3連複： 91，661，000円 3連単： 111，754，200円 計： 436，418，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連（4－6） 400円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 180円 �� 200円 �� 330円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 1，860円

票 数

単勝票数 計 347661 的中 � 124272（1番人気）
複勝票数 計 485760 的中 � 144115（1番人気）� 84550（3番人気）� 86131（2番人気）
枠連票数 計 107868 的中 （4－6） 20820（1番人気）
馬連票数 計 601317 的中 �� 126792（1番人気）
馬単票数 計 320683 的中 �� 40478（1番人気）
ワイド票数 計 466739 的中 �� 74123（1番人気）�� 60187（2番人気）�� 30229（4番人気）
3連複票数 計 916610 的中 ��� 136303（1番人気）
3連単票数 計1117542 的中 ��� 43557（1番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．6―11．8―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．1―46．9―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．0
3 12（8，10）－（7，14）（6，13）（16，11）4－（2，1）（5，15）3，9 4 12，8－（7，10）－（6，13）14，4，11－（2，16）1，5，15－（3，9）

勝馬の
紹 介

ダ ウ ラ ギ リ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2019．6．15 東京5着

2017．3．21生 牡3芦 母 リ ュ ウ ジ ョ 母母 マスカットワイン 12戦1勝 賞金 18，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーアクルス号・デルマヒスイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月4日

まで平地競走に出走できない。
キューティーカノン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月4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〕 カシノピアレス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月4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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グラスディアブロ号
（非抽選馬） 3頭 インプルソ号・グレートコート号・ティンパニ号

08028 4月4日 晴 稍重 （2中山3） 第3日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時40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

510 ハイエストエンド 牡3栗 56 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 500＋ 41：55．1 2．2�
816 メジャーブレイク 牡3栗 56 武藤 雅吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 530± 01：55．2� 4．3�
24 マイネルイリャルギ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 496± 01：55．62� 3．7�
714 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＋ 8 〃 クビ 11．4�
（南ア）

36 アルコンシチー 牡3鹿 56 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 日高大洋牧場 458－ 21：56．55 72．2	
35 ゴチソウサン 牡3鹿 56 松田 大作中辻 明氏 杉山 晴紀 浦河 バンブー牧場 542± 01：56．6クビ 52．2

11 セイカタチバナ 牡3栗 56 丸田 恭介久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 470－ 61：56．81� 119．7�
59 キタノコドウ 牡3芦 56 江田 照男北所 直人氏 高木 登 浦河 富菜牧場 470－ 21：57．01� 278．5�
12 ローズブランシェ 牝3芦 54

53 ☆菊沢 一樹島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 432－ 61：57．53 120．4

611 サンチャップリン 牡3鹿 56 内田 博幸 �加藤ステーブル 中舘 英二 平取 坂東牧場 566 ―1：57．92� 72．1�
48 フ ィ ー バ ス 牡3鹿 56 横山 武史松村 真司氏 田中 剛 新ひだか 中村 和夫 472－ 21：58．21� 78．5�
815 メルヴェイユシチー 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �友駿ホースクラブ 田中 清隆 新冠 浜口牧場 538＋121：59．15 131．4�
612 オ ッ ト 牡3黒鹿56 松山 弘平中辻 明氏 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 402± 01：59．42 16．6�
713 ヒロノモンスター 牡3黒鹿56 岩部 純二小野 博郷氏 浅野洋一郎 浦河 一倉牧場 524－ 62：00．35 509．8�
47 クラウンフォース 牡3鹿 56 木幡 巧也矢野 恭裕氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 522± 02：00．51� 14．6�

（15頭）
23 ベ ス テ ィ ア �3黒鹿56 黛 弘人ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 36，137，900円 複勝： 53，035，700円 枠連： 11，983，100円
馬連： 57，598，700円 馬単： 33，614，200円 ワイド： 49，500，500円
3連複： 92，474，400円 3連単： 124，453，500円 計： 458，798，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（5－8） 430円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 180円 �� 160円 �� 250円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 1，380円

票 数

単勝票数 差引計 361379（返還計 3476） 的中 � 128951（1番人気）
複勝票数 差引計 530357（返還計 5411） 的中 � 177451（1番人気）� 83856（3番人気）� 114509（2番人気）
枠連票数 差引計 119831（返還計 423） 的中 （5－8） 21112（2番人気）
馬連票数 差引計 575987（返還計 11710） 的中 �� 99470（2番人気）
馬単票数 差引計 336142（返還計 5604） 的中 �� 33966（2番人気）
ワイド票数 差引計 495005（返還計 14095） 的中 �� 72167（2番人気）�� 86314（1番人気）�� 43530（3番人気）
3連複票数 差引計 924744（返還計 35249） 的中 ��� 208060（1番人気）
3連単票数 差引計1244535（返還計 45072） 的中 ��� 65356（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．6―13．2―13．0―12．8―13．1―13．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．7―49．9―1：02．9―1：15．7―1：28．8―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ハイエストエンド �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．9．8 中山3着

2017．3．28生 牡3栗 母 デュークタイフーン 母母 テールトゥノーズ 8戦1勝 賞金 14，240，000円
〔競走除外〕 ベスティア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔両後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時

刻7分遅延。
〔制裁〕 メジャーブレイク号の騎手武藤雅は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番・7番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ベスティア号は，令和2年4月5日から令和2年5月4日まで出走停止。停止期間の満了後に発走調

教再審査。
〔その他〕 クラウンフォース号は，3コーナーで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〕 ヒロノモンスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月4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。



08029 4月4日 晴 良 （2中山3） 第3日 第5競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走12時30分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

611 ルヴェルソー 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム 450－ 42：03．8 4．0�
47 マリノソフィア 牝3黒鹿54 津村 明秀矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 454－ 4 〃 クビ 51．9�
818 ドリームメッセージ 牡3鹿 56 田辺 裕信堀口 晴男氏 中川 公成 浦河 高岸 順一 436－ 82：04．01� 5．1�
11 � ラウドアンドクリア 牡3栗 56 三浦 皇成ゴドルフィン 加藤 征弘 米 Ron Stolich &

Fran Stolich 520 ―2：04．21	 7．4�
510 セ ー リ ン グ 牡3鹿 56 丸山 元気栗坂 崇氏 和田 雄二 新冠 ベルモント

ファーム 432－ 62：04．3	 17．9�
12 コンカルノー 牝3鹿 54 野中悠太郎中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B444－ 42：04．4クビ 15．0	
48 マイネルエルガー 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 458± 0 〃 クビ 13．2

24 グロースザゴールド 牡3栗 56 内田 博幸 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 446 ―2：04．5	 55．8�
35 クリノファイヤー 牝3栗 54 柴田 善臣栗本 博晴氏 本間 忍 日高 浦新 徳司 458－ 42：04．82 66．0
36 ルヴィーヴル 牡3栗 56 L．ヒューイットソン �社台レースホース菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510 ―2：04．9	 11．6�
（南ア）

23 グラスピエーナ 牝3栗 54 木幡 巧也半沢� 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 442－ 62：05．11� 410．9�
715 ジ ュ ズ マ ル 牡3鹿 56 江田 照男山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 谷岡スタット 490＋182：05．31	 8．1�
714 ハクサンフルリール 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大河﨑 五市氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 450＋ 42：05．51� 30．1�
59 レ イ ル チ ル 牡3栗 56 岩部 純二上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 458－ 82：05．6
 402．2�
713 リトルウィジー 牝3栗 54

52 △木幡 育也岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 ラツキー牧場 396± 02：05．81� 426．5�
817 リ ン ド ウ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか 前川 勝春 430－122：05．9
 241．5�
816 ジャッジメント �3鹿 56 横山 武史�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 82：06．85 226．2�
612 ヴェルズネイ 牝3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 420－122：07．65 5．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，015，300円 複勝： 62，392，900円 枠連： 16，658，200円
馬連： 68，996，200円 馬単： 28，979，300円 ワイド： 58，357，400円
3連複： 102，679，800円 3連単： 109，118，000円 計： 485，197，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 1，090円 � 170円 枠 連（4－6） 1，480円

馬 連 �� 14，970円 馬 単 �� 23，370円

ワ イ ド �� 3，910円 �� 380円 �� 3，830円

3 連 複 ��� 16，120円 3 連 単 ��� 108，810円

票 数

単勝票数 計 380153 的中 � 74738（1番人気）
複勝票数 計 623929 的中 � 125399（1番人気）� 9999（12番人気）� 108410（2番人気）
枠連票数 計 166582 的中 （4－6） 8667（7番人気）
馬連票数 計 689962 的中 �� 3570（45番人気）
馬単票数 計 289793 的中 �� 930（79番人気）
ワイド票数 計 583574 的中 �� 3581（46番人気）�� 44159（1番人気）�� 3656（45番人気）
3連複票数 計1026798 的中 ��� 4777（56番人気）
3連単票数 計1091180 的中 ��� 727（385番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―13．1―13．0―13．2―13．0―12．6―12．0―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―36．7―49．7―1：02．9―1：15．9―1：28．5―1：40．5―1：52．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．3
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ルヴェルソー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2019．12．7 中山2着

2017．1．25生 牝3黒鹿 母 リボントリコロール 母母 リボンアート 4戦1勝 賞金 9，200，000円
〔制裁〕 ハクサンフルリール号の騎手小林凌大は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ショウナンアサヤケ号
（非抽選馬） 1頭 アキリザーブ号
※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。

08030 4月4日 晴 良 （2中山3） 第3日 第6競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走13時00分 （500万円以下） （ダート・右）
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
1：48．5
1：47．6

重
重

56 ヴォートルエロー 牡3鹿 56 江田 照男�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 476＋ 21：53．6 11．2�

811 キタノオクトパス 牡3鹿 56 田辺 裕信北所 直人氏 高木 登 新ひだか 見上牧場 544＋ 21：53．7� 4．6�
44 ヴィクトワールボス 牡3黒鹿56 三浦 皇成小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 512＋101：54．55 30．6�
79 フルデプスリーダー 牡3鹿 56 M．デムーロ小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 468－ 81：54．71� 2．9�
812 モ ル タ ル 牡3芦 56 木幡 巧也阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 478－ 21：54．8クビ 61．3�
33 	 ニュートンテソーロ 牡3鹿 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米 WinStar
Farm, LLC 492＋ 41：54．9� 3．1	

67 ニーズヘッグ 牝3鹿 54 横山 和生 �YGGホースクラブ 小野 次郎 森 笹川大晃牧場 476± 01：55．53
 6．4

22 ワセダウォリアー 牡3黒鹿56 北村 宏司大冨 智弘氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 458－ 61：56．35 93．9�
11 セイユメアカリ 牡3黒鹿 56

54 ◇藤田菜七子金田 成基氏 浅野洋一郎 むかわ 宇南山牧場 450＋ 41：57．04 59．3�
68 ミッキープリンス 牡3栗 56 L．ヒューイットソン 野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：57．42
 24．1

（南ア）

55 ラブエスポー 牝3鹿 54
51 ▲秋山 稔樹増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 458± 01：57．72 111．5�

710	 プライモーディアル 牡3鹿 56 野中悠太郎ゴドルフィン 黒岩 陽一 英 Godolphin 484－ 22：00．8大差 104．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 49，731，600円 複勝： 70，474，600円 枠連： 11，090，500円
馬連： 82，633，800円 馬単： 41，151，200円 ワイド： 62，473，500円
3連複： 117，616，600円 3連単： 172，574，700円 計： 607，746，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 390円 � 180円 � 730円 枠 連（5－8） 2，080円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 680円 �� 2，900円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 14，750円 3 連 単 ��� 73，550円

票 数

単勝票数 計 497316 的中 � 35465（5番人気）
複勝票数 計 704746 的中 � 43739（5番人気）� 125316（3番人気）� 21063（7番人気）
枠連票数 計 110905 的中 （5－8） 4120（9番人気）
馬連票数 計 826338 的中 �� 31175（8番人気）
馬単票数 計 411512 的中 �� 6931（17番人気）
ワイド票数 計 624735 的中 �� 24891（9番人気）�� 5364（22番人気）�� 7190（20番人気）
3連複票数 計1176166 的中 ��� 5979（40番人気）
3連単票数 計1725747 的中 ��� 1701（189番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．0―50．8―1：03．7―1：16．4―1：29．0―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴォートルエロー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．1．26 中山1着

2017．4．28生 牡3鹿 母 ドリーボヌール 母母 ドリータルボ 2戦2勝 賞金 13，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プライモーディアル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月4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。



08031 4月4日 晴 良 （2中山3） 第3日 第7競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走13時30分 （500万円以下） （芝・右・外）
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
1：30．3
1：30．3

良
良

56 シ ャ チ 牡3鹿 56
53 ▲山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 458－ 41：35．0 37．7�

22 チアチアクラシカ 牝3鹿 54 丸山 元気藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 494± 0 〃 クビ 5．3�
68 ア ミ ー ク ス 牝3鹿 54 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 446－ 41：35．21 9．1�
813 ヴェンチュラスター 牡3鹿 56 M．デムーロ西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 420－ 61：35．3� 2．6�
57 インウィクトス 牡3鹿 56 吉田 豊加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 454－ 4 〃 ハナ 33．3�
33 スリリングドリーム 牝3青 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 444－ 21：35．4� 35．7	
710 グランフェスタ 牡3黒鹿56 田辺 裕信市川義美ホール

ディングス� 武 幸四郎 浦河 伏木田牧場 438－ 4 〃 ハナ 31．3

45 シーシーサザン 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 438－ 21：35．5クビ 9．2�
812 ロードベイリーフ 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 478－ 8 〃 クビ 3．5�
69 ハ デ ィ ア 牡3鹿 56 勝浦 正樹ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 454－ 81：35．81� 236．0�
711 ア ビ エ ル ト 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン 野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 富田牧場 486＋181：36．01	 23．8�

（南ア）

44 フォギーショコラ 牡3鹿 56
54 △木幡 育也田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 小倉 光博 436－101：36．42� 397．4�

11 デビルスダンサー 牝3栗 54
52 ◇藤田菜七子前迫 義幸氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 428－ 41：36．5� 47．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 48，188，400円 複勝： 69，632，700円 枠連： 15，458，700円
馬連： 81，011，000円 馬単： 38，569，900円 ワイド： 62，856，800円
3連複： 114，014，800円 3連単： 141，921，200円 計： 571，653，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，770円 複 勝 � 610円 � 200円 � 260円 枠 連（2－5） 3，980円

馬 連 �� 9，320円 馬 単 �� 25，710円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 3，040円 �� 760円

3 連 複 ��� 20，870円 3 連 単 ��� 178，630円

票 数

単勝票数 計 481884 的中 � 10216（10番人気）
複勝票数 計 696327 的中 � 24783（8番人気）� 102409（3番人気）� 71254（4番人気）
枠連票数 計 154587 的中 （2－5） 3007（12番人気）
馬連票数 計 810110 的中 �� 6730（26番人気）
馬単票数 計 385699 的中 �� 1125（60番人気）
ワイド票数 計 628568 的中 �� 7012（26番人気）�� 5176（35番人気）�� 22351（8番人気）
3連複票数 計1140148 的中 ��� 4097（65番人気）
3連単票数 計1419212 的中 ��� 576（438番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．7―11．6―12．1―11．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．3―36．0―47．6―59．7―1：11．2―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

シ ャ チ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．8．3 札幌5着

2017．5．27生 牡3鹿 母 ソ ウ タ ツ 母母 ミラーズドウター 11戦2勝 賞金 15，100，000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。

08032 4月4日 晴 良 （2中山3） 第3日 第8競走 ��
��1，800�4歳以上1勝クラス

発走14時00分 （500万円以下） （ダート・右）
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
1：48．5
1：47．6

重
重

22 � デ ス ト ロ イ 牡6栗 57 M．デムーロ諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B520＋ 21：55．5 2．5�
33 ファンタスティック 牡4栗 57 藤井勘一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 474－ 21：56．03 8．6�
810 セイカヤマノ 牡4黒鹿57 三浦 皇成久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B494＋ 4 〃 アタマ 3．9�
11 ベルジュネス 	4鹿 57 丹内 祐次岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 B456＋ 2 〃 アタマ 10．2�
44 ロ ジ ポ ル カ 牡4栗 57 内田 博幸久米田正明氏 菊沢 隆徳 新冠 村田牧場 470＋ 21：56．1
 13．2�
811� ブラックアンバー 牡4黒鹿57 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 大栄牧場 524＋ 61：56．2
 64．0�
78 ポートロイヤル 	4黒鹿57 大野 拓弥 	社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 472－ 81：56．41� 5．3

55 サ ル ー テ 牡5鹿 57 武藤 雅小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 564－ 2 〃 クビ 12．0�
67 ロジカルガール 牝4栗 55 石橋 脩平川 浩之氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 472＋181：56．61� 50．3�
79 ゴールドパッション 牡5栗 57 西田雄一郎居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 530＋ 21：56．81� 71．0
66 テ ン キ セ キ 牝7鹿 55 木幡 巧也天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B486＋ 41：58．5大差 220．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，906，400円 複勝： 48，348，000円 枠連： 9，733，300円
馬連： 70，661，600円 馬単： 32，452，000円 ワイド： 51，970，500円
3連複： 89，849，200円 3連単： 127，469，900円 計： 467，390，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 180円 � 150円 枠 連（2－3） 1，350円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 460円 �� 230円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 8，530円

票 数

単勝票数 計 369064 的中 � 113660（1番人気）
複勝票数 計 483480 的中 � 124788（1番人気）� 54096（4番人気）� 83265（2番人気）
枠連票数 計 97333 的中 （2－3） 5560（6番人気）
馬連票数 計 706616 的中 �� 39214（5番人気）
馬単票数 計 324520 的中 �� 10485（7番人気）
ワイド票数 計 519705 的中 �� 27119（5番人気）�� 66252（1番人気）�� 16708（12番人気）
3連複票数 計 898492 的中 ��� 41003（5番人気）
3連単票数 計1274699 的中 ��� 10831（20番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―13．3―13．7―13．2―13．1―12．7―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―38．4―52．1―1：05．3―1：18．4―1：31．1―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�デ ス ト ロ イ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ティンバーカントリー

2014．3．26生 牡6栗 母 キーラッキー 母母 ロングバージン 25戦1勝 賞金 29，100，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。

追 加 記 事（第 2回中山競馬第 9日第 2競走）
〔その他〕　　シュシュダムール号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同
馬は「３走成績による出走制限」の適用を除外。



08033 4月4日 晴 良 （2中山3） 第3日 第9競走 ��
��2，500�

あ わ

安 房 特 別
発走14時35分 （芝・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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

78 シークレットラン 牡4鹿 57 田辺 裕信亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 502－ 22：33．6 2．3�
79 ディバインフォース 牡4鹿 57 横山 典弘吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 452＋ 42：33．92 7．2�
55 テーオーフォルテ 牡6鹿 57 松山 弘平小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 518＋ 2 〃 ハナ 6．2�
44 エフェクトオン 牡4黒鹿57 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 444＋ 82：34．0� 6．3�
33 カーロバンビーナ 牝5鹿 55 L．ヒューイットソン �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 408± 02：34．32 35．5�

（南ア）

810 グロンフォール 牡5鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 578－ 22：35．57 32．3	
22 オ ク ラ ホ マ 牡6栗 57 石橋 脩馬場 幸夫氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 536＋342：35．6� 157．9

66 サ ン シ ロ ウ 牡6鹿 57 M．デムーロ 合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B494－ 42：36．02 5．2�
811 サトノシャーク 牡6鹿 57 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 田中 博康 千歳 社台ファーム B536＋ 42：36．1	 16．0
11 アスカノハヤテ 牡6鹿 57 石川裕紀人豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 480－ 62：36．31	 184．4�
67 シュブリーム 牡4黒鹿57 柴田 善臣栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 B466－ 22：37．47 19．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，980，300円 複勝： 77，120，200円 枠連： 14，984，200円
馬連： 97，943，600円 馬単： 45，464，600円 ワイド： 66，736，600円
3連複： 133，002，600円 3連単： 193，410，800円 計： 676，642，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 170円 � 170円 枠 連（7－7） 850円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 300円 �� 290円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 6，180円

票 数

単勝票数 計 479803 的中 � 161129（1番人気）
複勝票数 計 771202 的中 � 247851（1番人気）� 93450（4番人気）� 91843（5番人気）
枠連票数 計 149842 的中 （7－7） 13618（5番人気）
馬連票数 計 979436 的中 �� 89602（4番人気）
馬単票数 計 454646 的中 �� 26248（4番人気）
ワイド票数 計 667366 的中 �� 59889（4番人気）�� 62976（3番人気）�� 21643（10番人気）
3連複票数 計1330026 的中 ��� 62721（6番人気）
3連単票数 計1934108 的中 ��� 22668（13番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―11．7―12．2―12．9―13．5―12．8―12．5―11．7―11．8―11．9―11．9―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．2―18．7―30．4―42．6―55．5―1：09．0―1：21．8―1：34．3―1：46．0―1：57．8―2：09．7―2：21．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シークレットラン �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．6．10 東京2着

2016．2．5生 牡4鹿 母 カールファターレ 母母 エルフィンフェザー 11戦3勝 賞金 55，541，000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。

08034 4月4日 晴 良 （2中山3） 第3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，3勝クラス（1600万円以下），31．3．30以降2．3．31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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

35 キングオブコージ 牡4鹿 55 横山 典弘増田 和啓氏 安田 翔伍 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490± 02：13．6 3．6�

47 レッドアステル 牝4鹿 53 L．ヒューイットソン �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 434± 02：14．02� 5．2�
（南ア）

816 エ ア ジ ー ン 牝4鹿 53 大野 拓弥 �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 450－ 42：14．21� 5．8�
817 イ ェ ッ ツ ト 牡5鹿 56 M．デムーロ近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 478－ 42：14．41� 6．5�
510 ゴールドギア 牡5黒鹿55 三浦 皇成有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 484± 02：14．5� 10．5�
612 アーデントリー 牡4鹿 54 石川裕紀人巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 452± 0 〃 ハナ 41．6	
23 	 ナ イ マ マ 牡4鹿 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 武藤 善則 日高 道見牧場 478－ 22：14．6� 16．1

714 ヴァンケドミンゴ 牡4鹿 55 田辺 裕信幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 466± 0 〃 同着 21．4�
815
 バ リ ン グ ラ �6鹿 56 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 愛 Barron-

stown Stud B544＋ 8 〃 ハナ 29．6
12 ヴ ィ ッ セ ン 牡9鹿 55 坂井 瑠星 �シルクレーシング 斉藤 崇史 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B482－122：14．7クビ 14．8�
36 ウィナーポイント 牝5黒鹿51 江田 照男岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 432＋ 22：14．8� 27．3�
59 ネイビーブルー 牡7鹿 53 藤田菜七子青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 514－ 2 〃 アタマ 172．6�
48 パルクデラモール 牝5鹿 52 横山 武史�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 42：15．01 32．2�
611 グランドサッシュ 牡9黒鹿53 津村 明秀 �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 22：15．1� 176．9�
713 フィールインラヴ 牡5黒鹿55 松山 弘平大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 452－ 4 〃 ハナ 50．3�
11 ステイパーシスト �7黒鹿53 吉田 豊吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－102：15．52� 148．9�
24 バイオレントブロー �5黒鹿55 中谷 雄太 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 474－ 62：15．6� 35．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 62，505，600円 複勝： 99，967，000円 枠連： 34，046，600円
馬連： 157，629，000円 馬単： 52，907，300円 ワイド： 113，641，100円
3連複： 243，842，600円 3連単： 243，430，300円 計： 1，007，969，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 190円 � 170円 枠 連（3－4） 1，240円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 480円 �� 460円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 10，810円

票 数

単勝票数 計 625056 的中 � 137872（1番人気）
複勝票数 計 999670 的中 � 191148（1番人気）� 124819（3番人気）� 147813（2番人気）
枠連票数 計 340466 的中 （3－4） 21135（5番人気）
馬連票数 計1576290 的中 �� 89451（2番人気）
馬単票数 計 529073 的中 �� 15105（3番人気）
ワイド票数 計1136411 的中 �� 60787（2番人気）�� 64861（1番人気）�� 43677（5番人気）
3連複票数 計2438426 的中 ��� 72897（1番人気）
3連単票数 計2434303 的中 ��� 16320（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．9―36．8―49．8―1：02．8―1：15．3―1：27．6―1：39．3―1：50．8―2：02．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．3
1
3
2－7（4，12）（5，9）1（11，15）16，3，14，17－6（8，13）10
2－7，12（4，5）（11，9）（1，16）（3，17）（6，15）（13，14，8）10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングオブコージ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Galileo デビュー 2018．10．21 東京5着

2016．3．26生 牡4鹿 母 ファイノメナ 母母 Caumshinaun 12戦4勝 賞金 52，067，000円
〔騎手変更〕 パルクデラモール号の騎手武藤雅は，病気のため横山武史に変更。
※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。



08035 4月4日 晴 良 （2中山3） 第3日 第11競走 ��
��1，600�第52回ダービー卿チャレンジトロフィー（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，31．3．30以降2．3．31まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

ダービー卿チャレンジトロフィー（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

24 ク ル ー ガ ー 牡8黒鹿57 石橋 脩 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 530＋ 21：32．8 10．2�
35 ボンセルヴィーソ 牡6栗 54 木幡 巧也名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 480＋ 21：33．12 51．6�
36 レ イ エ ン ダ 牡5黒鹿57 丸山 元気 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B494－ 2 〃 ハナ 11．8�
611 ケイアイノーテック 牡5鹿 57 津村 明秀亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 470－ 41：33．2� 13．0�
47 プリモシーン 牝5青鹿56 M．デムーロ �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 500－ 41：33．3� 2．4	
714 ド ー ヴ ァ ー 牡7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 506＋ 2 〃 ハナ 32．3

12 ストーミーシー 牡7栗 56．5 横山 武史�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 552＋ 4 〃 クビ 8．8�
815 カ ツ ジ 牡5鹿 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 490－ 2 〃 アタマ 15．7�
59 ブラックムーン 牡8鹿 57 吉田 豊 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 498± 01：33．51 94．7
23 � ジャンダルム 牡5黒鹿56 藤井勘一郎前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills

Co. Limited 508－ 21：33．6	 8．1�
48 トーラスジェミニ 牡4鹿 54 木幡 育也柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 482－ 21：33．91	 17．8�
713 エメラルファイト 牡4芦 56 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 464± 01：34．0� 35．2�
612 ペプチドバンブー 牡5黒鹿54 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B508－ 41：34．74 18．3�
816 マイスタイル 牡6鹿 57．5 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 458－101：35．97 15．7�
510 ムーンクエイク 
7栗 56 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B512＋ 81：36．85 70．6�
11 ナインテイルズ 牡9栗 54 野中悠太郎岡田 牧雄氏 長谷川浩大 浦河 山田牧場 484－ 41：39．2大差 276．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 150，534，600円 複勝： 221，429，600円 枠連： 82，546，100円
馬連： 472，124，300円 馬単： 170，503，100円 ワイド： 333，547，000円
3連複： 899，301，600円 3連単： 1，015，527，100円 計： 3，345，513，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 330円 � 870円 � 390円 枠 連（2－3） 2，240円

馬 連 �� 22，560円 馬 単 �� 38，750円

ワ イ ド �� 5，490円 �� 1，960円 �� 5，990円

3 連 複 ��� 69，040円 3 連 単 ��� 419，280円

票 数

単勝票数 計1505346 的中 � 117066（4番人気）
複勝票数 計2214296 的中 � 186957（4番人気）� 61179（12番人気）� 152480（5番人気）
枠連票数 計 825461 的中 （2－3） 28457（10番人気）
馬連票数 計4721243 的中 �� 16214（63番人気）
馬単票数 計1705031 的中 �� 3300（116番人気）
ワイド票数 計3335470 的中 �� 15546（61番人気）�� 44604（18番人気）�� 14241（65番人気）
3連複票数 計8993016 的中 ��� 9769（201番人気）
3連単票数 計10155271 的中 ��� 1756（1131番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．0―11．1―11．7―11．6―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―34．3―45．4―57．1―1：08．7―1：20．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

ク ル ー ガ ー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Diktat デビュー 2014．11．1 京都2着

2012．4．26生 牡8黒鹿 母 アディクティド 母母 Astica 22戦6勝 賞金 200，096，000円
［他本会外：4戦0勝］

※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） 1頭 イレイション号
（非抽選馬） 2頭 エントシャイデン号・ザダル号

08036 4月4日 晴 良 （2中山3） 第3日 第12競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）（1000万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

36 トウカイパシオン 牝5青 55 江田 照男内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 450－ 81：11．1 5．0�
24 ニシノコトダマ 牡4栗 57 石川裕紀人西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 ガーベラパー

クスタツド 522± 0 〃 クビ 7．2�
611 ト ッ カ ー タ 牡5黒鹿 57

54 ▲秋山 稔樹門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 484－ 21：11．52� 159．4�
59 サンマルベスト 牡4栗 57 畑端 省吾相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 480＋ 61：11．6クビ 4．7�
23 ラ ン パ ク 牡5芦 57 大野 拓弥一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 496± 01：11．81� 16．6�
48 � スズカユース 牝4栗 55

54 ☆菊沢 一樹永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 450＋ 4 〃 クビ 19．0�
35 シルバーストーン 牡6芦 57 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 514－ 6 〃 ハナ 44．1	
815 トモジャドット 牡4栗 57 津村 明秀吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 新冠 ハクツ牧場 534－ 61：12．01 6．7

612 ポップシンガー 牝6鹿 55 横山 武史村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 466－ 2 〃 ハナ 46．0�
47 ショウナンガナドル 牡4黒鹿57 三浦 皇成国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 谷川牧場 494± 01：12．1� 4．9�
714 カシノブレンド 	4芦 57 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 444＋ 2 〃 クビ 13．3
816 ラインギャラント 牝5芦 55

53 ◇藤田菜七子大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 446－101：12．2クビ 76．0�
11 ステイホット 牝4栗 55 L．ヒューイットソン 小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B474＋ 2 〃 ハナ 32．3�

（南ア）

12 シゲルヒスイ 牡4黒鹿57 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476－ 81：13．26 195．9�
510� エンシャントロア 牝4栗 55 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 492－141：13．73 15．3�

（15頭）
713 グ ラ ス レ オ 牡5黒鹿57 田辺 裕信半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 86，155，700円 複勝： 135，017，000円 枠連： 37，164，300円
馬連： 193，160，600円 馬単： 68，460，000円 ワイド： 149，692，100円
3連複： 305，657，000円 3連単： 339，231，500円 計： 1，314，538，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 230円 � 280円 � 3，100円 枠 連（2－3） 1，260円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 760円 �� 13，820円 �� 14，160円

3 連 複 ��� 85，030円 3 連 単 ��� 276，340円

票 数

単勝票数 計 861557 的中 � 137368（3番人気）
複勝票数 計1350170 的中 � 177889（3番人気）� 136499（5番人気）� 9060（14番人気）
枠連票数 計 371643 的中 （2－3） 22733（7番人気）
馬連票数 計1931606 的中 �� 81995（5番人気）
馬単票数 計 684600 的中 �� 15651（8番人気）
ワイド票数 計1496921 的中 �� 53978（6番人気）�� 2702（74番人気）�� 2636（75番人気）
3連複票数 計3056570 的中 ��� 2696（195番人気）
3連単票数 計3392315 的中 ��� 890（779番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．9―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．5―46．4―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイパシオン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．1．13 中山1着

2015．4．17生 牝5青 母 トウカイポプリ 母母 トウカイティアラ 8戦3勝 賞金 30，856，000円
〔出走取消〕 グラスレオ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ラインギャラント号の騎手武藤雅は，病気のため藤田菜七子に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オレノマニラ号・ノボベイビー号
※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。



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

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 176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

249，240，000円
16，420，000円
28，390，000円
1，670，000円
29，480，000円
75，309，000円
5，112，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
662，711，600円
1，010，729，500円
272，145，000円
1，480，269，800円
606，798，500円
1，114，928，100円
2，403，678，600円
2，798，425，300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 10，349，686，400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3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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