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08037 4月5日 曇 良 （2中山3） 第4日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走9時50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

712 ナスノフォルテ 牝3黒鹿54 三浦 皇成�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 466－ 61：56．9 4．1�

11 クリノテルチャン 牝3栗 54
51 ▲山田 敬士栗本 博晴氏 大江原 哲 浦河 山田牧場 482－ 21：57．32� 16．0�

611 セレーネグランツ 牝3黒鹿54 田辺 裕信林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 444＋121：57．4� 6．7�
46 ミスヒアリング 牝3鹿 54 丸山 元気犬塚悠治郎氏 根本 康広 安平 追分ファーム 506± 01：57．5クビ 3．1�
59 カフェメモワール 牝3青鹿 54

51 ▲小林 凌大西川 恭子氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 460＋ 41：57．82 285．1�
47 ブラウンアイズ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新冠 村上 進治 512± 01：58．22� 18．9	
23 ノーブルローズ 牝3鹿 54 横山 和生吉木 伸彦氏 高柳 瑞樹 新ひだか 橋本牧場 444－ 21：58．41 41．4

22 アオイスター 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹鈴木 照雄氏 和田 雄二 新ひだか 前田ファーム 452＋ 21：58．72 128．7�
35 レッドジョコンダ 牝3鹿 54

52 △木幡 育也 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか チャンピオンズファーム 554＋161：58．8クビ 7．1
713 ミルキーハート 牝3鹿 54 木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 462＋101：59．12 4．3�
58 ムーランアジュール 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹村上 卓史氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 444＋ 21：59．2� 465．2�
814 モンパスタン 牝3黒鹿54 野中悠太郎諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 430－ 61：59．3� 83．6�
34 キタノロマンス 牝3鹿 54 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 義博 浦河 東栄牧場 448＋ 6 〃 アタマ 328．8�
610 ブランブランブラン 牝3芦 54

51 ▲原 優介飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 476＋ 21：59．4アタマ 265．0�
815 カゼニノッテ 牝3鹿 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 新冠 大栄牧場 444－ 42：01．9大差 440．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，018，900円 複勝： 47，731，800円 枠連： 10，289，500円
馬連： 55，352，100円 馬単： 26，024，600円 ワイド： 44，416，600円
3連複： 88，638，700円 3連単： 98，538，800円 計： 400，011，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 340円 � 210円 枠 連（1－7） 1，430円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 620円 �� 500円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 4，480円 3 連 単 ��� 18，320円

票 数

単勝票数 計 290189 的中 � 55612（2番人気）
複勝票数 計 477318 的中 � 94008（2番人気）� 29666（6番人気）� 58069（4番人気）
枠連票数 計 102895 的中 （1－7） 5545（7番人気）
馬連票数 計 553521 的中 �� 17556（11番人気）
馬単票数 計 260246 的中 �� 5652（17番人気）
ワイド票数 計 444166 的中 �� 18599（9番人気）�� 23943（4番人気）�� 7773（16番人気）
3連複票数 計 886387 的中 ��� 14822（17番人気）
3連単票数 計 985388 的中 ��� 3898（70番人気）

ハロンタイム 12．9―12．3―13．4―13．3―12．5―12．1―12．9―13．5―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．2―38．6―51．9―1：04．4―1：16．5―1：29．4―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F40．4
1
3
6，8（3，13）（1，7，12）4（11，14）（9，10）－5－2－15
6（13，10）－（8，12）（3，7，11）1，14，4（9，5）＝2－15

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

勝馬の
紹 介

ナスノフォルテ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．8．18 札幌8着

2017．4．17生 牝3黒鹿 母 ナスノシベリウス 母母 Cradlesong 7戦1勝 賞金 10，400，000円
〔3走成績による出走制限〕 カゼニノッテ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月5日まで平地競走に出走できない。

08038 4月5日 曇 良 （2中山3） 第4日 第2競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走10時20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

24 ヨシオドライヴ 牡3黒鹿56 江田 照男井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 500＋101：12．3 3．8�
611� メサテソーロ 牝3青鹿54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 米 Clearsky
Farms 520± 01：12．51 16．9�

47 � ヴァンデリオン 牡3栗 56 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy
Bell & NATO 486＋ 61：12．81� 4．0�

36 ソ ラ ン 牡3黒鹿56 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 本桐牧場 B520± 01：12．9� 3．1�
713 ペイシャティアラ 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 様似 清水スタッド 452 ―1：13．75 17．5�
815 カテドラルロック 牝3栗 54 勝浦 正樹ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 412＋ 21：13．8� 49．8	
11 ラブロッソー 牝3青鹿54 北村 宏司増田 陽一氏 星野 忍 新冠 新冠橋本牧場 480± 01：13．9	 203．9

59 ニシノカリウド 
3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 460－181：14．0	 23．5�
714� インダルジミー 牝3黒鹿54 三浦 皇成ゴドルフィン 金成 貴史 愛 Godolphin 478 ―1：14．21� 16．4�
12 ジャックオレンジ 牡3栗 56

53 ▲原 優介 �YGGホースクラブ 武井 亮 日高 サンバマウン
テンファーム B494＋ 41：14．3クビ 7．8

612 イッサダワッショイ 牡3鹿 56
55 ☆菊沢 一樹細川 勝也氏 勢司 和浩 むかわ 高田 良一 494± 01：14．62 620．7�

816 アトラップレーヴ 牡3青 56
54 ◇藤田菜七子山中 明広氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 454＋ 61：14．7	 34．3�

48 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 440－181：15．01� 92．7�
23 プリティアイドル 牝3芦 54 野中悠太郎丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 クラウン日高牧場 446－ 6 〃 ハナ 351．3�
35 トップジージョ 牝3栗 54 伊藤 工真髙岡 浩行氏 勢司 和浩 新冠 アサヒ牧場 454 ―1：15．42	 153．6�
510 マリノエヴァ 牝3栗 54 木幡 巧也�クラウン 的場 均 日高 クラウン日高牧場 426± 01：15．5クビ 556．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，596，700円 複勝： 52，267，600円 枠連： 11，263，800円
馬連： 59，630，300円 馬単： 27，020，700円 ワイド： 48，379，700円
3連複： 87，976，200円 3連単： 95，702，900円 計： 415，837，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 380円 � 150円 枠 連（2－6） 3，670円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 890円 �� 310円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 18，780円

票 数

単勝票数 計 335967 的中 � 70256（2番人気）
複勝票数 計 522676 的中 � 101440（3番人気）� 24976（5番人気）� 107128（2番人気）
枠連票数 計 112638 的中 （2－6） 2378（13番人気）
馬連票数 計 596303 的中 �� 15102（9番人気）
馬単票数 計 270207 的中 �� 3818（16番人気）
ワイド票数 計 483797 的中 �� 13073（9番人気）�� 44709（3番人気）�� 13947（8番人気）
3連複票数 計 879762 的中 ��� 23392（6番人気）
3連単票数 計 957029 的中 ��� 3694（48番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―12．5―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．3―46．8―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F38．0
3 ・（16，4）9（7，15，6）11－2，3－（14，13）（12，8）1，10，5 4 ・（16，4）（9，15，6）7，11－（2，14）（3，13）12，8－1，10，5

勝馬の
紹 介

ヨシオドライヴ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 メイショウオウドウ デビュー 2019．12．7 中山11着

2017．3．13生 牡3黒鹿 母 デュリュクス 母母 ブランチリーヴス 6戦1勝 賞金 9，170，000円
〔騎手変更〕 ニシノカリウド号の騎手武藤雅は，病気のため田辺裕信に変更。
〔制裁〕 ソラン号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15番）
※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 アグネスクレバー号・キイエクスプロード号・ゴラッソゴール号・サノノヴィグラス号・ニーケススマイル号

第３回 中山競馬 第４日



08039 4月5日 曇 良 （2中山3） 第4日 第3競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走10時50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

815 ベルウッドヨウサン �3鹿 56 北村 宏司鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 市川フアーム B486＋101：56．0 9．2�
713 ト リ ト ン 牡3黒鹿56 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 508＋ 61：56．1� 1．4�
22 スマイリースマイル 牡3栗 56 中谷 雄太橋元 勇氣氏 田中 博康 浦河 笠松牧場 B510＋ 4 〃 アタマ 6．6�
47 ミストラルウインド 牡3青鹿56 吉田 豊島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 472－ 81：56．73� 175．4�
35 シュバルツイェガー 牡3黒鹿56 大野 拓弥西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 486＋ 61：56．8� 7．9�
712	 セイウンソルジャー 牡3鹿 56 高野 和馬西山 茂行氏 小手川 準 米 Fred W.

Hertrich III 508－ 21：57．11
 493．0	
46 トキメキナイス 牡3鹿 56 江田 照男片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 日高 門別牧場 460＋ 21：57．2
 21．6

814 インセンディオ 牡3鹿 56 柴田 善臣嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 大栄牧場 430± 01：57．3� 59．3�
610	 ショウナンマルーン 牡3芦 56 野中悠太郎国本 哲秀氏 上原 博之 愛 John

O’Connor 488－ 41：57．51 14．7�
611 トミケンアラバール 牡3鹿 56

53 ▲原 優介冨樫 賢二氏 武井 亮 新ひだか 木下牧場 B512－ 21：57．71� 135．9
34 ミスターサンライズ 牡3黒鹿 56

54 △木幡 育也古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 野坂牧場 440－ 61：57．91� 48．9�
58 アポロダーウィン 牡3栗 56 石川裕紀人アポロサラブレッドクラブ 稲垣 幸雄 新冠 サンローゼン 506＋ 21：58．0� 57．3�
11 キビーラジャバル 牡3鹿 56 柴田 大知大倉 佑介氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 446－141：58．63� 293．5�
23 フジノホーオー 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 凌大田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 秋場牧場 462－ 42：00．6大差 382．5�
59 ハヤブサジーニー 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士武田 修氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 454 ―2：01．77 200．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，348，900円 複勝： 104，581，000円 枠連： 11，796，700円
馬連： 60，396，400円 馬単： 36，920，700円 ワイド： 55，044，700円
3連複： 91，046，100円 3連単： 141，086，800円 計： 538，221，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 190円 � 110円 � 150円 枠 連（7－8） 460円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 300円 �� 650円 �� 210円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 6，650円

票 数

単勝票数 計 373489 的中 � 32214（4番人気）
複勝票数 計1045810 的中 � 55937（4番人気）� 676494（1番人気）� 81240（3番人気）
枠連票数 計 117967 的中 （7－8） 19561（2番人気）
馬連票数 計 603964 的中 �� 81877（2番人気）
馬単票数 計 369207 的中 �� 16911（7番人気）
ワイド票数 計 550447 的中 �� 46607（3番人気）�� 18255（8番人気）�� 75614（1番人気）
3連複票数 計 910461 的中 ��� 79752（1番人気）
3連単票数 計1410868 的中 ��� 15372（19番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―13．2―13．4―12．6―12．4―12．3―12．5―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．4―38．6―52．0―1：04．6―1：17．0―1：29．3―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．0
1
3
・（2，5，15）13（1，8，11）－（3，4）10，7－（9，12）（6，14）・（2，15，13）－5（8，11）（4，10）（1，7）－（3，14，6）12－9

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

勝馬の
紹 介

ベルウッドヨウサン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2019．9．8 中山中止

2017．4．22生 �3鹿 母 マダムチェロキー 母母 アンフォイルド 4戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハヤブサジーニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月5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〕 トミケンアラバール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月5日まで平地競走に出走で

きない。

08040 4月5日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （2中山3） 第4日 第4競走 ��2，880�障害4歳以上未勝利

発走11時20分 （芝・ダート）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：10．2良・良

810 ノーザンクリス 牡5芦 60 五十嵐雄祐 C．チェン氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 528± 03：13．8 15．8�
66 モルゲンロート 牡7鹿 60 大江原 圭武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 490－ 2 〃 ハナ 3．6�
89 フォワードカフェ 牡8黒鹿60 山本 康志西川 恭子氏 和田 勇介 むかわ 上水牧場 538＋ 23：15．07 1．6�
77 � メイプルキング 牡7鹿 60 石神 深一節 英司氏 大江原 哲 新冠 高瀬牧場 478－ 23：15．1クビ 6．7�
44 ニシノベイオウルフ 牡5黒鹿60 大庭 和弥西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 510＋ 23：15．31� 9．8�
55 スマートウェールズ 牡6黒鹿60 上野 翔大川 徹氏 古賀 史生 浦河 杵臼牧場 472＋ 23：15．62 65．6�
78 ア マ ゾ ニ カ 牝4栗 57 伴 啓太ディアレストクラブ	 大江原 哲 新ひだか 山野牧場 450± 03：16．87 97．4

22 � シーズラック 牝5鹿 58 草野 太郎飯田 正剛氏 清水 英克 新ひだか 千代田牧場 486＋ 63：18．6大差 78．4�
11 ク ー ザ 牡4鹿 59 高野 和馬ライオンレースホース	 根本 康広 日高 Shall Farm 472± 03：18．7� 271．9�
33 ボランテレオ 牡4鹿 59 熊沢 重文近藤 克麿氏 森田 直行 浦河 信岡牧場 506＋ 43：23．2大差 39．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，573，700円 複勝： 58，104，100円 枠連： 8，022，300円
馬連： 37，957，300円 馬単： 24，819，400円 ワイド： 28，141，900円
3連複： 60，716，700円 3連単： 121，805，900円 計： 367，141，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 210円 � 130円 � 110円 枠 連（6－8） 230円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 6，540円

ワ イ ド �� 570円 �� 330円 �� 170円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 13，400円

票 数

単勝票数 計 275737 的中 � 13948（5番人気）
複勝票数 計 581041 的中 � 20842（5番人気）� 49840（2番人気）� 407945（1番人気）
枠連票数 計 80223 的中 （6－8） 26251（1番人気）
馬連票数 計 379573 的中 �� 11906（7番人気）
馬単票数 計 248194 的中 �� 2844（17番人気）
ワイド票数 計 281419 的中 �� 10373（8番人気）�� 20022（4番人気）�� 51402（1番人気）
3連複票数 計 607167 的中 ��� 53258（3番人気）
3連単票数 計1218059 的中 ��� 6590（39番人気）
上り 1マイル 1：48．4 4F 52．0－3F 39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→�」
1
�
6－10（7，4）（9，5）＝8＝（3，1）－2
6，10－7－（5，4）9－8－（1，2）＝3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノーザンクリス �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 メジロベイリー デビュー 2017．6．11 東京4着

2015．2．4生 牡5芦 母 メジロマリアン 母母 メジロサンドラ 障害：2戦1勝 賞金 8，690，000円



08041 4月5日 曇 良 （2中山3） 第4日 第5競走 ��2，200�3歳未勝利
発走12時10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
2：10．1
2：09．7

良
良

23 アルディエンテ 牡3青 56 横山 武史�G1レーシング 古賀 慎明 安平 追分ファーム 470± 02：16．4 1．5�
715 エクセレントラン 牡3鹿 56 柴田 善臣田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 476－122：16．82� 10．8�
818 マイロングタイム 牡3鹿 56 村田 一誠佐藤 良二氏 藤原 辰雄 日高 賀張三浦牧場 456＋ 4 〃 アタマ 21．0�
36 ハーツシンフォニー 牡3青鹿56 田辺 裕信 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 下河辺牧場 468－10 〃 アタマ 5．1�
24 ペ ル ー ジ ュ 牝3鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 424＋ 82：16．9� 47．1�
35 マイネルケイローン 牡3栗 56 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム B430＋ 22：17．0クビ 165．7	
11 ナンヨーユウヤク 牡3鹿 56 木幡 初也中村 德也氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 490＋ 22：17．1� 19．6

816 ベルブション 牡3栗 56

54 ◇藤田菜七子子安 裕樹氏 青木 孝文 平取 株式会社
ASK STUD 478－ 22：17．2� 15．2�

714 ラッキービープラン 牝3鹿 54 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 462± 02：17．51� 222．3�
510 ウインルモンド 牡3黒鹿56 丹内 祐次�ウイン 水野 貴広 新ひだか 上野 正恵 472－ 2 〃 クビ 59．4
48 キングバーグ 牡3栗 56 中谷 雄太長谷川兼美氏 本間 忍 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 446＋ 62：17．6� 254．5�
612 スピランセス 牝3黒鹿54 丸田 恭介ディアレスト 田村 康仁 新冠 大栄牧場 446＋ 22：17．7� 373．9�
817 プラチナポイント 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 前田ファーム 436＋ 82：17．91� 57．1�
713 エースインザハート 牡3黒鹿 56

54 △木幡 育也西村 �平氏 大江原 哲 日高 三輪牧場 B452＋ 22：18．43 54．4�
47 メ ン フ ィ ス 牝3鹿 54 北村 宏司 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 浦河 栄進牧場 462± 02：19．03� 27．4�
59 ミライヘノノゾミ 牝3芦 54 木幡 巧也三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 494－ 22：19．63� 40．1�
611 ルートサブロク 牡3鹿 56 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム B470－ 62：21．09 337．6�
12 ドントクライマリア �3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹丸山 担氏 林 徹 浦河 伏木田牧場 B440± 02：21．63� 290．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 36，553，400円 複勝： 88，904，600円 枠連： 15，314，600円
馬連： 69，334，600円 馬単： 38，910，200円 ワイド： 61，158，100円
3連複： 111，901，100円 3連単： 145，926，500円 計： 568，003，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 190円 � 320円 枠 連（2－7） 600円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 360円 �� 580円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 8，510円

票 数

単勝票数 計 365534 的中 � 187171（1番人気）
複勝票数 計 889046 的中 � 544255（1番人気）� 57807（3番人気）� 28483（6番人気）
枠連票数 計 153146 的中 （2－7） 19722（3番人気）
馬連票数 計 693346 的中 �� 71050（2番人気）
馬単票数 計 389102 的中 �� 30861（2番人気）
ワイド票数 計 611581 的中 �� 47322（2番人気）�� 27268（4番人気）�� 5269（24番人気）
3連複票数 計1119011 的中 ��� 22245（12番人気）
3連単票数 計1459265 的中 ��� 12423（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．7―37．4―50．1―1：02．6―1：14．8―1：26．9―1：39．0―1：50．8―2：03．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．4
1
3

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

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

アルディエンテ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．10．15 東京9着

2017．3．21生 牡3青 母 メモリアルサマー 母母 サマーワイン 5戦1勝 賞金 9，870，000円
〔騎手変更〕 ハーツシンフォニー号の騎手武藤雅は，病気のため田辺裕信に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドントクライマリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月5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〕 ルートサブロク号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月5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 ディヒター号

08042 4月5日 曇 良 （2中山3） 第4日 第6競走 ��
��1，200�4歳以上1勝クラス

発走12時40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
1：08．7
1：08．7

重
重

47 � ダンシングプリンス 牡4鹿 57 三浦 皇成吉田 千津氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 504＋121：10．3 1．7�
612 フジノタカネ 牡4芦 57 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B528± 01：11．910 6．7�
714� タニマサベーカ 牡5鹿 57

54 ▲小林 凌大谷 正之氏 星野 忍 新冠 堤 牧場 466－141：12．11	 724．4�
611� ルミエールソレイユ 牝4栗 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 468－121：12．2クビ 78．8�
23 
� ヒ ロ ミ 牡5黒鹿57 西田雄一郎了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米
Windwoods Farm
& Phoenix Farm &
Racing, LLC

502± 0 〃 クビ 22．0�
48 ミユキメガバックス 牡4黒鹿57 江田 照男長井 純一氏 清水 英克 むかわ 貞広 賢治 548＋ 41：12．3クビ 117．8	
59 コウユークロガヨカ 牡4黒鹿57 内田 博幸加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 476＋ 21：12．4� 16．0

510 ケイアイマリブ 牡5鹿 57 野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 482－14 〃 ハナ 34．1�
11 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＋121：12．61	 27．6�
35 フィリーズラン 牝4鹿 55 木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新冠 新冠伊藤牧場 436＋ 81：12．91� 52．7
816 オルダージュ 牡4黒鹿57 石橋 脩 �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 480＋ 41：13．11 3．6�
24 � コウジンシックス 牝4栗 55 黛 弘人加藤 興一氏 和田 雄二 新冠 中地 義次 430＋ 6 〃 アタマ 501．9�
713� コパノアダムス 牡4鹿 57

55 ◇藤田菜七子小林 照弘氏 武藤 善則 新ひだか 伊藤 敏明 490＋ 61：13．42 127．6�
36 
 コスモペリドット 牡6栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新 Chouxmaani In-

vestments Ltd 510＋101：14．03� 38．7�
12 � ロワデベット �5栗 57 嶋田 純次ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 464－151：17．5大差 201．4�

（15頭）
815 ダブルスプリット 牡6栗 57 武藤 雅椎名 節氏 上原 博之 日高 山際 辰夫 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 54，152，500円 複勝： 68，587，900円 枠連： 13，569，600円
馬連： 78，264，400円 馬単： 41，358，000円 ワイド： 65，051，500円
3連複： 114，321，700円 3連単： 163，555，700円 計： 598，861，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 180円 � 7，910円 枠 連（4－6） 510円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 300円 �� 16，870円 �� 23，960円

3 連 複 ��� 67，240円 3 連 単 ��� 132，930円

票 数

単勝票数 計 541525 的中 � 248091（1番人気）
複勝票数 計 685879 的中 � 229992（1番人気）� 92693（3番人気）� 1232（14番人気）
枠連票数 計 135696 的中 （4－6） 20378（2番人気）
馬連票数 計 782644 的中 �� 126098（1番人気）
馬単票数 計 413580 的中 �� 51043（1番人気）
ワイド票数 計 650515 的中 �� 66484（2番人気）�� 896（61番人気）�� 630（71番人気）
3連複票数 計1143217 的中 ��� 1275（119番人気）
3連単票数 計1635557 的中 ��� 892（304番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．2―11．7―11．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．6―45．3―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．7
3 7（1，2，5）14－（3，9，16）10，11（8，13）6，4，12 4 7－1－（5，14）－3，16（2，9）10（8，6，11）（4，13）12

勝馬の
紹 介

�ダンシングプリンス �
�
父 パ ド ト ロ ワ �

�
母父 バブルガムフェロー

2016．5．17生 牡4鹿 母 リトルブレッシング 母母 サワヤカプリンセス 3戦1勝 賞金 9，600，000円
初出走 JRA

〔出走取消〕 ダブルスプリット号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロワデベット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月5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 サクラボヌール号
（非抽選馬） 3頭 ジェイエルフラッグ号・マイネルナイペス号・ヤンチャプリヒメ号



08043 4月5日 小雨 良 （2中山3） 第4日 第7競走 ��
��2，000�4歳以上1勝クラス

発走13時10分 （500万円以下） （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

12 メ イ オ ー ル 牝4鹿 55 津村 明秀千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 462＋ 42：02．8 4．9�
59 エリスライト 牝5鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 454－102：03．11� 16．2�
48 ドリームインパクト 牡4鹿 57 三浦 皇成 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 日高 下河辺牧場 504－ 22：03．2� 2．1�
713	 オールステリーナ 牝5黒鹿55 横山 武史宮田 守氏 松山 将樹 日高 前野牧場 472＋ 42：03．3
 136．9�
510 ヒドゥンパラメータ 牡6鹿 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 69．3	
611 イ ル ル ー メ 牡5黒鹿 57

54 ▲山田 敬士西森 功氏 大江原 哲 浦河 田中スタッド B498± 02：03．51� 34．3

36 	 ホウオウビクトリー 牡4鹿 57 大野 拓弥小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 478－152：03．6
 9．7�
714 ラヴィンジャー 牝4黒鹿55 野中悠太郎丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 442＋30 〃 アタマ 19．9�
35 ダイイチターミナル 牡6鹿 57 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 470± 0 〃 ハナ 23．0
817 アリスブルー 牝4鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 浦河 大北牧場 458± 02：03．81� 7．8�
816	 ゾ ロ 牡4栗 57 木幡 巧也北山 敏�氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 466＋ 1 〃 ハナ 181．5�
815 トーセンギムレット 牡4鹿 57 横山 和生島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム 544＋182：03．9
 43．8�
47 エフティイーリス 牝4黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 456＋ 6 〃 アタマ 15．3�
23 シャイニーピース 牡6鹿 57

55 △木幡 育也小林 昌志氏 田中 剛 平取 雅 牧場 500＋ 22：04．43 53．4�
612 アトムアストレア 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 480＋102：04．5� 315．6�
11 アピールバイオ 牝6鹿 55 石橋 脩バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 464＋ 82：04．6
 30．8�
24 スターリバー 牝5栗 55 大庭 和弥田頭 勇貴氏 星野 忍 新ひだか 山田牧場 470± 02：06．210 451．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 40，170，200円 複勝： 60，460，600円 枠連： 16，122，100円
馬連： 83，106，000円 馬単： 33，673，000円 ワイド： 67，881，100円
3連複： 124，641，700円 3連単： 126，675，200円 計： 552，729，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 300円 � 120円 枠 連（1－5） 2，400円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 5，190円

ワ イ ド �� 880円 �� 290円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 18，580円

票 数

単勝票数 計 401702 的中 � 64543（2番人気）
複勝票数 計 604606 的中 � 97285（2番人気）� 36336（5番人気）� 166233（1番人気）
枠連票数 計 161221 的中 （1－5） 5185（10番人気）
馬連票数 計 831060 的中 �� 20969（11番人気）
馬単票数 計 336730 的中 �� 4858（17番人気）
ワイド票数 計 678811 的中 �� 17996（9番人気）�� 67708（1番人気）�� 29237（4番人気）
3連複票数 計1246417 的中 ��� 36988（4番人気）
3連単票数 計1266752 的中 ��� 4941（39番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．3―12．7―12．8―12．2―12．2―11．6―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．0―49．7―1：02．5―1：14．7―1：26．9―1：38．5―1：50．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

メ イ オ ー ル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．14 東京6着

2016．3．30生 牝4鹿 母 メイシャイン 母母 スターアルファ 12戦2勝 賞金 22，050，000円
〔騎手変更〕 オールステリーナ号の騎手武藤雅は，病気のため横山武史に変更。

08044 4月5日 小雨 稍重 （2中山3） 第4日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時40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
1：48．5
1：47．6

重
重

79 ビップデヴィット 牡5栗 57 北村 宏司鈴木 邦英氏 宮田 敬介 平取 坂東牧場 490＋ 61：55．8 31．3�
811 ジェイケイエース 牡4鹿 57 田辺 裕信小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 534－ 21：56．65 3．8�
44 サミットプッシュ 牡5青鹿57 丸山 元気 �キャロットファーム 和田 雄二 安平 ノーザンファーム B492－ 6 〃 ハナ 5．8�
67 ネオヴィットーリア 牝6黒鹿55 吉田 豊ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 日高 メイプルファーム 460－ 2 〃 クビ 8．3�
11 � チェリートリトン 牡6芦 57

54 ▲小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 488－ 21：56．7� 3．5�
55 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 480＋ 21：56．91 11．1	
78 グラファイト 牡5青鹿57 大野 拓弥 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 480－ 21：57．32� 6．0

22 ゴ ー 牡4鹿 57 木幡 巧也グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 502± 01：57．4� 59．4�
810 キ ュ ア ン 	4鹿 57 伊藤 工真松谷 翔太氏 林 徹 千歳 社台ファーム 504－ 81：57．5� 35．0�
33 トーホウボッカ 牡4黒鹿57 横山 武史東豊物産 田中 清隆 日高 竹島 幸治 484＋ 21：57．71
 15．7�
66 ハ ン ド リ ー 牝5栗 55 津村 明秀大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 B468＋ 41：57．8� 45．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，942，200円 複勝： 62，225，300円 枠連： 10，282，700円
馬連： 74，713，700円 馬単： 31，080，500円 ワイド： 55，893，200円
3連複： 101，780，800円 3連単： 131，472，200円 計： 503，390，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，130円 複 勝 � 850円 � 160円 � 230円 枠 連（7－8） 900円

馬 連 �� 6，050円 馬 単 �� 15，400円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 3，180円 �� 670円

3 連 複 ��� 13，220円 3 連 単 ��� 118，700円

票 数

単勝票数 計 359422 的中 � 9182（8番人気）
複勝票数 計 622253 的中 � 14179（9番人気）� 124650（2番人気）� 72515（5番人気）
枠連票数 計 102827 的中 （7－8） 8807（3番人気）
馬連票数 計 747137 的中 �� 9555（20番人気）
馬単票数 計 310805 的中 �� 1513（49番人気）
ワイド票数 計 558932 的中 �� 8404（19番人気）�� 4347（32番人気）�� 22613（8番人気）
3連複票数 計1017808 的中 ��� 5770（42番人気）
3連単票数 計1314722 的中 ��� 803（363番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．4―38．6―52．1―1：04．9―1：17．2―1：29．8―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビップデヴィット �
�
父 キングズベスト �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．9．17 阪神9着

2015．4．5生 牡5栗 母 ビップピュアレディ 母母 プ レ イ ン 15戦2勝 賞金 19，100，000円
〔騎手変更〕 ハンドリー号の騎手藤懸貴志は，疾病予防措置により騎手変更を命ぜられたため武藤雅に変更したが，武藤雅は病

気のため更に津村明秀に変更。



08045 4月5日 小雨 稍重 （2中山3） 第4日 第9競走 ��
��2，200�

や ま ぶ き

山 吹 賞
発走14時15分 （芝・右・外）
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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

55 エヴァーガーデン 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 466＋ 82：16．5 2．4�
22 リ ス ペ ク ト 牡3鹿 56 津村 明秀石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 458－122：16．6� 11．7�
68 サーストンカイドー 牡3栗 56 石川裕紀人齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 506－ 42：16．81� 15．7�
79 キングオブドラゴン 牡3黒鹿56 北村 宏司窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 480－ 8 〃 アタマ 5．9�
811 オラコモエスタス 牡3鹿 56 三浦 皇成玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 498－ 42：17．01 11．1�
56 ヒシエレガンス 牡3栗 56 石橋 脩阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490± 02：17．53 23．3	
44 マイネルクロンヌ 牡3鹿 56 横山 武史 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 浦河 小島牧場 508± 02：17．71� 28．9�
812 エターナルボンド 牡3黒鹿56 田辺 裕信 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 506－ 42：17．8� 4．3�
67 エルセンブルグ 牡3芦 56 丸山 元気 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524－ 42：18．11� 13．9
33 ジーマックス 牡3鹿 56 大野 拓弥佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 524－ 42：18．42 59．9�
11 キングスバーンズ 牡3栗 56 内田 博幸丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B522－ 22：20．010 40．1�
710 ドラゴンウォリアー 牡3鹿 56 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 小倉 光博 B506－ 22：21．59 114．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 61，366，200円 複勝： 87，663，800円 枠連： 19，629，200円
馬連： 126，588，200円 馬単： 51，601，200円 ワイド： 90，809，300円
3連複： 175，675，100円 3連単： 218，597，300円 計： 831，930，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 250円 � 310円 枠 連（2－5） 1，050円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 480円 �� 560円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 4，170円 3 連 単 ��� 14，200円

票 数

単勝票数 計 613662 的中 � 203206（1番人気）
複勝票数 計 876638 的中 � 276608（1番人気）� 72451（4番人気）� 53599（7番人気）
枠連票数 計 196292 的中 （2－5） 14402（5番人気）
馬連票数 計1265882 的中 �� 81874（3番人気）
馬単票数 計 516012 的中 �� 21671（4番人気）
ワイド票数 計 908093 的中 �� 50564（4番人気）�� 42248（6番人気）�� 10601（25番人気）
3連複票数 計1756751 的中 ��� 31545（14番人気）
3連単票数 計2185973 的中 ��� 11154（32番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―13．0―13．3―13．2―12．7―12．2―12．0―11．5―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．7―37．7―51．0―1：04．2―1：16．9―1：29．1―1：41．1―1：52．6―2：04．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エヴァーガーデン �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2019．7．7 福島1着

2017．2．20生 牝3黒鹿 母 モエレカトリーナ 母母 シ ー ワ ン 7戦2勝 賞金 36，000，000円

08046 4月5日 小雨 稍重 （2中山3） 第4日 第10競走
ウインズ浅草開設70周年記念

��
��1，600�

あ さ く さ

浅 草 特 別
発走14時50分 （芝・右・外）
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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

812 ロ ザ ム ー ル 牝4栗 55 田辺 裕信栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 480－ 21：35．3 5．0�
22 バールドバイ 牡5鹿 57 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514＋ 21：35．4� 2．1�
811 スペキュラース 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 61：35．71	 168．2�
67 カ ル リ ー ノ 牡4鹿 57 三浦 皇成 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 514± 01：35．8	 9．2�
56 ミッキーバディーラ 牝4鹿 55 石橋 脩野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 480＋ 6 〃 ハナ 5．9	
68 エメラルスター 牡6黒鹿57 吉田 豊高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 462－ 2 〃 クビ 68．4

79 アルトリウス 
6鹿 57 石川裕紀人�G1レーシング 高橋 文雅 安平 追分ファーム 462－ 21：36．12 32．9�
710 クインズサン 牡7青 57 野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 日進牧場 470－ 2 〃 同着 9．8�
44 グ レ イ シ ア 牝4鹿 55 津村 明秀吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：36．2	 10．8
55 ショウボート 牡8栗 57 大野 拓弥馬場 幸夫氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 500＋18 〃 ハナ 56．8�
33 ショワドゥロワ 牡6黒鹿57 横山 武史村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 516－ 21：36．4	 29．7�
11 イサチルダイチ 牡4鹿 57 木幡 初也小坂 功氏 竹内 正洋 新冠 八島 夕起子 498－ 21：37．57 86．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 60，560，700円 複勝： 87，686，300円 枠連： 19，884，200円
馬連： 142，297，400円 馬単： 57，507，700円 ワイド： 93，045，200円
3連複： 197，716，900円 3連単： 261，673，100円 計： 920，371，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 130円 � 1，820円 枠 連（2－8） 550円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 280円 �� 6，500円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 15，200円 3 連 単 ��� 57，330円

票 数

単勝票数 計 605607 的中 � 95967（2番人気）
複勝票数 計 876863 的中 � 131272（3番人気）� 232757（1番人気）� 7700（12番人気）
枠連票数 計 198842 的中 （2－8） 27586（2番人気）
馬連票数 計1422974 的中 �� 219660（1番人気）
馬単票数 計 575077 的中 �� 33650（3番人気）
ワイド票数 計 930452 的中 �� 102588（1番人気）�� 3287（46番人気）�� 6512（33番人気）
3連複票数 計1977169 的中 ��� 9752（44番人気）
3連単票数 計2616731 的中 ��� 3309（181番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．0―12．0―11．5―11．3―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―36．8―48．8―1：00．3―1：11．6―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F35．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロ ザ ム ー ル �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 Caerleon デビュー 2018．11．4 福島4着

2016．3．31生 牝4栗 母 グレートテン 母母 アイヴォリーイメージ 14戦3勝 賞金 44，673，000円

２レース目



08047 4月5日 曇 稍重 （2中山3） 第4日 第11競走 ��
��1，200�

はるかぜ

春風ステークス
発走15時30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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

47 ルッジェーロ �5黒鹿57 三浦 皇成村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 516－ 21：10．5 7．3�
510 シ ス ル 牝5青 55 木幡 巧也中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 504＋ 4 〃 クビ 10．3�
12 ロードラズライト �5青鹿57 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 438－ 81：10．6	 4．4�
815 アーバンイェーガー 牡6黒鹿57 吉田 豊西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 508－ 41：10．7
 13．8�
612 イッツクール 牡4栗 57 柴田 善臣久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B478± 01：10．8
 4．2�
11 ロードエース 牡5鹿 57 丸山 元気 �ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 502－ 61：11．11	 37．2	
23 キタノオドリコ 牝4鹿 55 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 492＋ 81：11．2クビ 6．0

48 マンカストラップ 牡6青鹿57 丹内 祐次�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 504＋ 21：11．41 52．1�
816 ガ ン ジ ー 牡9栗 57 横山 和生岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 528＋ 6 〃 クビ 76．3
59 アユツリオヤジ 牡6栗 57 津村 明秀 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 500± 0 〃 ハナ 41．4�
611 ディープミタカ 牡9栗 57 野中悠太郎深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 81：11．82 214．0�
24 ケ プ ラ ー 牡4鹿 57 田辺 裕信 �カナヤマホール

ディングス 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 478－ 4 〃 ハナ 16．5�
713 エターナルフレイム �6栗 57 横山 武史岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 526＋ 2 〃 クビ 31．2�
35 ルーチェソラーレ 牝5芦 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 498－ 21：12．54 12．7�
36 レ ス ト ン ベ 牝4青鹿55 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 468± 01：12．92
 47．4�
714 エンゲージリング 牝5芦 55 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 日高 佐々木 康治 474－ 21：13．0クビ 25．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，997，300円 複勝： 103，498，500円 枠連： 48，197，200円
馬連： 267，652，100円 馬単： 87，934，600円 ワイド： 157，358，500円
3連複： 427，686，600円 3連単： 471，437，900円 計： 1，634，762，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 240円 � 280円 � 170円 枠 連（4－5） 3，770円

馬 連 �� 4，690円 馬 単 �� 9，410円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 690円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 8，410円 3 連 単 ��� 51，890円

票 数

単勝票数 計 709973 的中 � 77168（4番人気）
複勝票数 計1034985 的中 � 108443（4番人気）� 85724（5番人気）� 179569（1番人気）
枠連票数 計 481972 的中 （4－5） 9907（18番人気）
馬連票数 計2676521 的中 �� 44212（20番人気）
馬単票数 計 879346 的中 �� 7004（41番人気）
ワイド票数 計1573585 的中 �� 32204（13番人気）�� 60421（4番人気）�� 32252（12番人気）
3連複票数 計4276866 的中 ��� 38099（25番人気）
3連単票数 計4714379 的中 ��� 6586（159番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―12．1―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．4―45．5―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルッジェーロ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Almutawakel デビュー 2017．7．29 新潟1着

2015．3．31生 �5黒鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 20戦4勝 賞金 77，354，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 エターナルフレイム号の騎手武藤雅は，病気のため横山武史に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 ヴォーガ号・グッドラックサマー号・サーティグランド号・シアーライン号・ショウナンカイドウ号・

ツウカイウイング号・ハルサカエ号・プレシャスエース号・プレディクト号・ペイシャネガノ号・ヘリオス号

08048 4月5日 曇 稍重 （2中山3） 第4日 第12競走 ��
��1，800�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （ダート・右）
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
1：48．5
1：47．6

重
重

510 タイキダイヤモンド 牡6青鹿 57
54 ▲原 優介�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 484－ 21：53．1 53．2�
714 ダイワインパルス 牡8鹿 57

56 ☆菊沢 一樹大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 B480－ 21：53．74 95．6�
23 リンガスビンゴ 牝5黒鹿55 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 532＋ 21：54．12� 38．0�
35 スピアザゴールド 	7鹿 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496± 01：54．2クビ 8．0�
47 トレイントレイン 牡4黒鹿57 西田雄一郎�MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム B514＋ 61：54．3� 15．7	
48 スズノアリュール 牡5鹿 57 津村 明秀新木 鈴子氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 492－ 41：54．72� 3．1

59 カフェアトラス 牡5鹿 57 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 B534＋ 6 〃 クビ 33．5�
24 
 テキスタイルアート 	8青鹿57 柴田 大知岡田 壮史氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 484－ 21：54．9� 70．8�
612 カセノウィナー 牡4栗 57 丸山 元気平川 進氏 土田 稔 新冠 村上 雅規 500＋18 〃 クビ 19．7
611 スパイスマジック 	5芦 57 横山 武史 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B486－ 21：55．43 19．3�
815 ペイシャムートン 牡4青鹿57 江田 照男北所 直人氏 小笠 倫弘 日高 広中 稔 530＋ 81：56．25 11．3�
36 カフェプリンス 牡4鹿 57

55 ◇藤田菜七子西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 508＋ 41：56．3� 7．7�
11 ホッコーライデン 牡6黒鹿57 松田 大作北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 546＋ 21：56．62 65．0�
713 ドゥラリュール 	7栗 57 横山 和生平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 472－ 21：57．02� 14．0�
816 グラスボイジャー 牡4黒鹿57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B536＋ 41：58．59 28．2�
12 サクラルーフェン 牡4黒鹿57 石橋 脩�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 448－ 41：59．35 4．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 84，929，800円 複勝： 124，236，000円 枠連： 47，328，500円
馬連： 203，210，700円 馬単： 74，065，600円 ワイド： 152，660，700円
3連複： 337，009，900円 3連単： 364，023，900円 計： 1，387，465，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，320円 複 勝 � 1，290円 � 2，010円 � 1，090円 枠 連（5－7） 8，840円

馬 連 �� 87，150円 馬 単 �� 204，970円

ワ イ ド �� 20，570円 �� 15，800円 �� 24，760円

3 連 複 ��� 718，060円 3 連 単 ��� 6，137，610円

票 数

単勝票数 計 849298 的中 � 12749（13番人気）
複勝票数 計1242360 的中 � 25737（13番人気）� 16154（15番人気）� 30793（11番人気）
枠連票数 計 473285 的中 （5－7） 4149（28番人気）
馬連票数 計2032107 的中 �� 1807（112番人気）
馬単票数 計 740656 的中 �� 271（226番人気）
ワイド票数 計1526607 的中 �� 1916（112番人気）�� 2498（103番人気）�� 1591（115番人気）
3連複票数 計3370099 的中 ��� 352（541番人気）
3連単票数 計3640239 的中 ��� 43（3280番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．3―12．5―12．1―12．3―12．9―13．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．4―48．9―1：01．0―1：13．3―1：26．2―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイキダイヤモンド �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2016．12．10 中山6着

2014．4．21生 牡6青鹿 母 タイキバラード 母母 リンクスオブタイム 26戦3勝 賞金 40，122，000円
〔騎手変更〕 リンガスビンゴ号の騎手武藤雅は，病気のため内田博幸に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラスボイジャー号・サクラルーフェン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

5月5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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジャカンドジョー号
（非抽選馬） 1頭 モリトユウブ号

４レース目



（2中山3）第4日 4月5日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 173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

200，220，000円
20，320，000円
1，320，000円
22，180，000円
71，984，750円
5，347，500円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
572，210，500円
945，947，500円
231，700，400円
1，258，503，200円
530，916，200円
919，840，500円
1，919，111，500円
2，340，496，200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 8，718，726，000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4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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