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08049 4月11日 晴 良 （2中山3） 第5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

35 ショウナンバービー 牝3鹿 54 三浦 皇成�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 496＋ 61：12．3 1．6�
714 デルマクリスタル 牝3青鹿54 畑端 省吾浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 462＋ 4 〃 アタマ 8．0�
612 グ ル ア ー ブ 牝3鹿 54 C．ルメール �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 430＋ 41：12．83 2．8�
816 ハーモニクス 牝3鹿 54 津村 明秀 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 476＋ 4 〃 アタマ 20．5�
11 スローフード 牝3芦 54 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 日高 メイプルファーム 436－ 61：12．9� 29．5�
23 ハルノマリーナ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士丸山 竜一氏 小桧山 悟 日高 クラウン日高牧場 466＋ 61：13．22 30．3�
815 ネ ネ サ マ 牝3鹿 54 横山 和生村田 哲朗氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム B452－ 81：13．51� 100．4�
12 ジ ョ イ 牝3栗 54 木幡 巧也西村 專次氏 古賀 史生 浦河 岡本 昌市 444＋ 21：13．81� 351．5�
611 エンリグロリア 牝3鹿 54

52 △木幡 育也谷口 悦一氏 加藤 和宏 新ひだか 加野牧場 492 ―1：13．9� 216．2�
24 クリスタルムーヴ 牝3鹿 54 北村 宏司伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 メイプルファーム 442＋ 81：14．0クビ 37．6�
48 スノーレイズ 牝3芦 54 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 菊川 正達 新ひだか キヨタケ牧場 438－ 21：14．21� 263．3�
47 セレナアンバー 牝3鹿 54 国分 優作島川 利子氏 林 徹 千歳 社台ファーム 466＋ 81：14．3� 359．1�
510 ノ ボ パ ニ コ 牝3鹿 54 内田 博幸�LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 466＋ 21：14．51� 101．0�
59 ダイナナフェアリー 牝3鹿 54 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 坂戸 節子 468＋ 81：14．6クビ 156．9�
36 ヤマニンファボリ 牝3青鹿54 的場 勇人土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 394＋161：15．45 422．2�
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713 ザ ハ ロ ワ 牝3鹿 54 嶋田 純次ホースアディクト天間 昭一 むかわ 桑原牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 33，307，500円 複勝： 90，716，900円 枠連： 9，316，800円
馬連： 48，024，900円 馬単： 30，326，000円 ワイド： 39，797，800円
3連複： 79，911，100円 3連単： 134，131，500円 計： 465，532，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（3－7） 690円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 210円 �� 130円 �� 280円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 1，870円

票 数

単勝票数 計 333075 的中 � 157115（1番人気）
複勝票数 計 907169 的中 � 586216（1番人気）� 49589（3番人気）� 153521（2番人気）
枠連票数 計 93168 的中 （3－7） 10410（2番人気）
馬連票数 計 480249 的中 �� 55923（2番人気）
馬単票数 計 303260 的中 �� 25351（3番人気）
ワイド票数 計 397978 的中 �� 42684（2番人気）�� 104995（1番人気）�� 27717（3番人気）
3連複票数 計 799111 的中 ��� 148759（1番人気）
3連単票数 計1341315 的中 ��� 51888（3番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．6―12．3―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．5―46．8―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンバービー 
�
父 トゥザワールド 

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2020．3．8 中山2着

2017．4．14生 牝3鹿 母 グロリエッテ 母母 ア ズ ワ ー 3戦1勝 賞金 9，500，000円
〔出走取消〕 ザハロワ号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
〔3走成績による出走制限〕 セレナアンバー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月11日まで平地競走に出走でき

ない。

08050 4月11日 晴 良 （2中山3） 第5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

813 プントファイヤー 牡3栗 56 C．ルメール 嶋田 賢氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム 512± 01：55．8 1．4�
44 ゲンキチボン 牡3栗 56 木幡 巧也荒井 元明氏 堀井 雅広 日高 スマイルファーム B472＋ 21：57．410 42．8�
68 ドノスティア 牡3黒鹿56 石橋 脩村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 532± 01：57．5� 4．9�
710 アマノエリザベート 牝3栗 54 国分 優作中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 470－ 4 〃 クビ 397．3�
11 アナザーチャンス 牡3栗 56 江田 照男岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド B446± 01：57．6� 48．0�
57 アイシーブルー 牡3鹿 56 大野 拓弥ディアレストクラブ� 田村 康仁 日高 野島牧場 442± 0 〃 クビ 75．5�
45 メイショウマントク 牡3黒鹿56 L．ヒューイットソン 松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 480 ―1：57．91� 6．8�

（南ア）

33 テーオーバフェット 牡3栗 56
55 ☆川又 賢治小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか フジワラフアーム 508＋ 41：58．21� 180．3�

56 ソルメンシス 牡3栗 56 野中悠太郎ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト
クラブ B484＋ 41：58．52 39．3�

22 デ ィ ヒ タ ー 牡3黒鹿56 北村 友一林 正道氏 林 徹 新冠 秋田牧場 514－ 2 〃 ハナ 98．3�
69 スカイテラス 牡3黒鹿 56

54 △木幡 育也 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B466＋ 21：59．45 10．7�
711 アタカリスポーン 牡3栗 56 横山 武史�高瀬牧場 鈴木 伸尋 新冠 高瀬牧場 536 ―2：03．5大差 50．5�
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812 ニシノヴァリアント 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士西山 茂行氏 稲垣 幸雄 新冠 村上 欽哉 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，056，900円 複勝： 95，836，100円 枠連： 9，254，800円
馬連： 41，937，100円 馬単： 32，365，400円 ワイド： 35，196，900円
3連複： 65，684，500円 3連単： 126，840，400円 計： 436，172，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 330円 � 130円 枠 連（4－8） 480円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 680円 �� 150円 �� 960円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 8，520円

票 数

単勝票数 計 290569 的中 � 159708（1番人気）
複勝票数 計 958361 的中 � 722309（1番人気）� 15041（6番人気）� 74639（2番人気）
枠連票数 計 92548 的中 （4－8） 14841（2番人気）
馬連票数 計 419371 的中 �� 15120（6番人気）
馬単票数 計 323654 的中 �� 7771（9番人気）
ワイド票数 計 351969 的中 �� 10492（8番人気）�� 87735（1番人気）�� 7195（13番人気）
3連複票数 計 656845 的中 ��� 28890（4番人気）
3連単票数 計1268404 的中 ��� 10791（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．4―50．4―1：03．1―1：16．3―1：29．4―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プントファイヤー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．7．14 函館2着

2017．2．8生 牡3栗 母 プントバンコ 母母 ポリーズフリート 6戦1勝 賞金 13，900，000円
〔競走除外〕 ニシノヴァリアント号は，新型コロナウイルス感染症予防措置のため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アタカリスポーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月11日まで平地競

走に出走できない。
※アマノエリザベート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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５日

―



08051 4月11日 晴 良 （2中山3） 第5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

713 ダイシンウィット 牡3栗 56 L．ヒューイットソン 大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 B492± 01：12．0 1．2�
（南ア）

611 ショウナンサモン 牡3栗 56
55 ☆川又 賢治国本 哲秀氏 大竹 正博 日高 木村牧場 496＋ 81：12．85 28．3�

47 グラスディアブロ 牡3鹿 56 嶋田 純次半沢� 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 B464＋111：13．22� 18．6�
35 アシャカトライミー 牡3栗 56 北村 友一吉冨 学氏 加藤 和宏 新冠 須崎牧場 486＋ 21：13．41� 19．6�
23 ナックダイヤ 牝3鹿 54 大野 拓弥小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B494－ 21：13．93 6．2�
815 カ ス ミ 牝3鹿 54 国分 優作 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 浦河 惣田 英幸 458－ 21：14．0� 54．8�
612 ゴラッソゴール 牡3鹿 56 吉田 豊東海林貴大氏 武市 康男 新冠 松本 信行 B470＋ 61：14．53 16．0�
59 ミキノルミナス 牡3黒鹿56 岩部 純二谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 真歌田中牧場 490＋ 21：14．81� 156．7�
48 クレヴァージャッジ 牡3青 56 木幡 巧也西田 順彦氏 新開 幸一 平取 中川 隆 484＋14 〃 ハナ 190．3�
11 ハバチューバー 牡3栗 56 内田 博幸細川 大輔氏 浅野洋一郎 日高 白井牧場 492＋ 21：15．12 89．9�
714 アグネスクレバー 牝3鹿 54

52 △木幡 育也前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか カタオカフアーム 392＋ 21：15．2クビ 47．6�
36 マリノコジーン 牝3芦 54 江田 照男�クラウン 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 432－ 6 〃 クビ 105．9�
12 パワポケーションズ 牡3黒鹿56 田中 勝春柳原 達也氏 鹿戸 雄一 浦河 桑田フアーム 418－121：15．3� 369．7�
24 メイショウカチゴマ 牡3鹿 56 津村 明秀松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 470－ 21：15．83 145．3�
510 アジャスティッド 牡3青鹿56 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 浦河 大西ファーム 496 ―1：16．75 155．9�
816 ニシノシロイビジョ 牝3芦 54 野中悠太郎西山 茂行氏 加藤 和宏 浦河 日進牧場 486－ 81：18．5大差 303．6
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売 得 金
単勝： 27，364，800円 複勝： 109，041，200円 枠連： 10，446，500円
馬連： 44，712，500円 馬単： 32，231，800円 ワイド： 38，745，700円
3連複： 67，734，600円 3連単： 118，196，800円 計： 448，473，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 340円 � 230円 枠 連（6－7） 290円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 520円 �� 320円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 7，240円

票 数

単勝票数 計 273648 的中 � 174340（1番人気）
複勝票数 計1090412 的中 � 852244（1番人気）� 18554（6番人気）� 32025（4番人気）
枠連票数 計 104465 的中 （6－7） 27868（1番人気）
馬連票数 計 447125 的中 �� 29078（5番人気）
馬単票数 計 322318 的中 �� 17993（5番人気）
ワイド票数 計 387457 的中 �� 19104（5番人気）�� 34767（3番人気）�� 3760（22番人気）
3連複票数 計 677346 的中 ��� 22525（7番人気）
3連単票数 計1181968 的中 ��� 11825（23番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．7―12．1―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．4―46．5―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイシンウィット �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．9．29 中山9着

2017．4．20生 牡3栗 母 クィーンオブライフ 母母 シネマライフ 8戦1勝 賞金 11，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アジャスティッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月11日まで平地競

走に出走できない。
ニシノシロイビジョ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月11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〕 アグネスクレバー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月11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。
（非当選馬） 3頭 エクメディノツルギ号・キタノエスポワール号・マリノインスパイア号
（非抽選馬） 2頭 サンドストーム号・ラファエル号
※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。

08052 4月11日 晴 良 （2中山3） 第5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

813� コスモセイリュウ 牡3鹿 56 横山 武史 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Janet Quillen 490－ 81：55．3 15．9�
710 セイウンクルーズ 牡3栗 56 内田 博幸西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド B522－ 21：55．4� 4．8�
33 � グーガルドリームズ 牡3黒鹿56 北村 宏司藤田 在子氏 伊藤 伸一 米 Nagako

Fujita 492＋ 21：56．35 3．2�
22 � アンバウンディド 牡3鹿 56 C．ルメール 山口功一郎氏 安田 翔伍 米 Bill Justice B458± 01：56．72� 2．4�
57 オルフェチョウサン 牡3青鹿 56

53 ▲山田 敬士�チョウサン 和田 雄二 平取 坂東牧場 B414－ 2 〃 ハナ 274．0�
812 ビレッジイーグル 牡3黒鹿56 江田 照男村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 B492－ 21：56．8� 40．1�
69 ルドンカズマ 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン 合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 490－ 61：57．12 12．6�

（南ア）

11 トゥインクルウェイ 牝3鹿 54
52 △木幡 育也ライオンレースホース� 林 徹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B450－ 61：57．84 366．8�
711� マイネルサブマリン 牡3芦 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Carl Bennett B460－ 2 〃 ハナ 7．6�
45 ユウヒノプリンス 牡3栗 56 岩部 純二坂田 行夫氏 加藤 和宏 日高 新井 昭二 474± 01：58．65 145．3�
68 ミヤビラブコール 牝3鹿 54 吉田 豊村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 高橋 修 492＋ 81：59．13 332．8�
56 アーティカティカ 牡3栗 56 木幡 巧也和田 志保氏 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 534－ 62：00．37 235．3�

（12頭）
44 ショウナンマトイ 牡3黒鹿56 三浦 皇成�湘南 稲垣 幸雄 新冠 アラキフアーム 000 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 31，041，600円 複勝： 45，602，400円 枠連： 10，045，900円
馬連： 51，517，100円 馬単： 26，506，900円 ワイド： 39，780，400円
3連複： 74，084，000円 3連単： 111，728，600円 計： 390，306，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 300円 � 160円 � 150円 枠 連（7－8） 1，220円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 7，760円

ワ イ ド �� 830円 �� 640円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 30，460円

票 数

単勝票数 計 310416 的中 � 15594（6番人気）
複勝票数 計 456024 的中 � 31173（6番人気）� 76481（3番人気）� 90996（2番人気）
枠連票数 計 100459 的中 （7－8） 6375（5番人気）
馬連票数 計 515171 的中 �� 12600（12番人気）
馬単票数 計 265069 的中 �� 2561（25番人気）
ワイド票数 計 397804 的中 �� 11384（12番人気）�� 15053（10番人気）�� 39157（3番人気）
3連複票数 計 740840 的中 ��� 19833（11番人気）
3連単票数 計1117286 的中 ��� 2659（93番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．6―13．1―13．1―12．8―12．7―13．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．0―50．1―1：03．2―1：16．0―1：28．7―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

�コスモセイリュウ �
�
父 Temple City �

�
母父 Include デビュー 2020．3．14 中山3着

2017．4．18生 牡3鹿 母 Surround Sound 母母 Albemarle Sound 2戦1勝 賞金 6，600，000円
〔競走除外〕 ショウナンマトイ号は，新型コロナウイルス感染症予防措置のため競走除外。
〔発走状況〕 オルフェチョウサン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ビレッジイーグル号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔3走成績による出走制限〕 ユウヒノプリンス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月11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。

―



08053 4月11日 晴 良 （2中山3） 第5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

35 ス レ プ ト ン 牡3鹿 56 C．ルメール �社台レースホース大和田 成 安平 追分ファーム 454＋142：00．9 2．1�
36 シャドウワルツ 牡3黒鹿56 田辺 裕信飯塚 知一氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 430＋ 22：01．32� 10．1�
816 ル カ 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン 窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 490± 0 〃 ハナ 6．7�

（南ア）

611 アイブランコ 牡3栗 56 内田 博幸ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 490－ 42：01．4� 72．1�

24 アイアムイチリュウ 牡3黒鹿56 三浦 皇成堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 508－ 22：01．5� 6．4�
12 レベンディス 牡3栗 56 横山 武史 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 日高 オリオンファーム 496－ 6 〃 アタマ 18．4�
48 ショウナンアサヤケ 牡3鹿 56 北村 友一国本 哲秀氏 武市 康男 日高 中原牧場 510＋ 62：01．6� 31．4�
715 キューブリック 牡3鹿 56 北村 宏司�キキアシ 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 514－ 42：01．81� 85．2�
818 カイザーソウル 牡3鹿 56 丸山 元気落合 幸弘氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 488－ 22：02．11� 5．1�
47 テ ン カ ビ ト 牡3栗 56 大野 拓弥村田 哲朗氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 492＋ 42：02．41� 320．4�
714 ディーエスハリアー 牡3黒鹿56 横山 和生秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 荒井ファーム 460 ―2：02．5� 70．7�
59 フレッシュスタート 牝3鹿 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 浦河 目名太山口
牧場 418± 0 〃 クビ 56．0�

23 テイエムクロホマレ 牡3黒鹿 56
53 ▲山田 敬士竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 アイズスタッド株式会社 478＋122：02．71� 367．0�

817 トゥゲザーアゲイン 牡3栗 56 野中悠太郎グリーンスウォード伊藤 伸一 浦河 草薙 利昭 440＋ 2 〃 クビ 336．5�
11 アイゼングラフ �3芦 56 江田 照男藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 432－ 42：03．01� 47．5�
713 アキリザーブ 牝3黒鹿54 田中 勝春石山 嘉七氏 小野 次郎 新ひだか 広田牧場 476± 0 〃 ハナ 126．0
612 エンドレスレイン 牡3黒鹿56 吉田 豊丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 484－ 2 〃 クビ 78．2�
510 セブンミラクル �3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか タイヘイ牧場 B462± 02：03．42� 573．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 35，927，800円 複勝： 53，816，100円 枠連： 14，401，100円
馬連： 56，425，900円 馬単： 23，628，900円 ワイド： 48，134，800円
3連複： 80，389，900円 3連単： 82，878，600円 計： 395，603，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 200円 � 170円 枠 連（3－3） 1，140円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 370円 �� 320円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 6，670円

票 数

単勝票数 計 359278 的中 � 131671（1番人気）
複勝票数 計 538161 的中 � 131489（1番人気）� 60309（5番人気）� 72963（3番人気）
枠連票数 計 144011 的中 （3－3） 9714（3番人気）
馬連票数 計 564259 的中 �� 41467（4番人気）
馬単票数 計 236289 的中 �� 12469（4番人気）
ワイド票数 計 481348 的中 �� 34299（4番人気）�� 40082（2番人気）�� 15922（7番人気）
3連複票数 計 803899 的中 ��� 32988（6番人気）
3連単票数 計 828786 的中 ��� 8997（11番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．5―12．3―12．2―12．0―12．5―12．0―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―36．2―48．5―1：00．7―1：12．7―1：25．2―1：37．2―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．7
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ス レ プ ト ン 

	
父 キングカメハメハ 


	
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．11．10 東京2着

2017．3．27生 牡3鹿 母 ハ イ リ リ ー 母母 テイクミーハイヤー 3戦1勝 賞金 8，650，000円
〔制裁〕 ルカ号の騎手L．ヒューイットソンは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12番・18番）
※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。

08054 4月11日 晴 良 （2中山3） 第5日 第6競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走13時05分 （ダート・右）（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
1：48．5
1：47．6

重
重

11 プレシオーソ 牡3黒鹿56 北村 宏司 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 466＋ 21：53．8 2．2�

812 ヴァンタブラック 牡3青鹿56 C．ルメール �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 526± 01：54．22� 2．0�
33 タイキルークス 牡3黒鹿56 横山 和生�大樹ファーム 菊沢 隆徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 510＋ 2 〃 クビ 100．5�
44 ルナエクリプス 牡3栗 56 石橋 脩吉田 晴哉氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 516± 01：54．3� 23．0�
710 ファイブリーフ 牡3鹿 56 木幡 巧也小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 滝本 健二 502－ 21：54．4� 29．1�
813 エバンタイユドール 牝3栗 54

52 △木幡 育也井上 久光氏 大江原 哲 日高 サンバマウン
テンファーム 502＋ 4 〃 アタマ 60．5�

45 キタノヴィジョン 牡3鹿 56 三浦 皇成北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 北星村田牧場 472＋ 21：54．5クビ 13．9�
22 シンクロゲイザー 牡3黒鹿56 大野 拓弥ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 442± 01：54．71� 117．1�
711 ヒ ロ キ ン グ 牡3鹿 56 内田 博幸澤田 孝之氏 黒岩 陽一 新冠 武田 修一 488－ 41：54．8� 44．7�
68 ダルムシュタット 牡3鹿 56 田中 勝春村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B466－ 21：54．9� 23．7�
57 キ ラ ー ビ ー 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士中丸 裕嗣氏 青木 孝文 浦河 上山牧場 440± 01：55．96 186．9�
56 スマートウィザード 牡3栗 56 丸山 元気大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 460－ 81：56．0クビ 140．9�
69 セルファース 牡3黒鹿56 L．ヒューイットソン 水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 524＋ 41：57．49 22．3�

（南ア）

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，255，300円 複勝： 88，164，800円 枠連： 14，962，200円
馬連： 74，281，900円 馬単： 42，163，800円 ワイド： 58，307，500円
3連複： 106，188，200円 3連単： 179，284，500円 計： 609，608，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 110円 � 760円 枠 連（1－8） 190円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 140円 �� 1，200円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 8，130円

票 数

単勝票数 計 462553 的中 � 167517（2番人気）
複勝票数 計 881648 的中 � 182406（2番人気）� 478316（1番人気）� 8264（11番人気）
枠連票数 計 149622 的中 （1－8） 58516（1番人気）
馬連票数 計 742819 的中 �� 279287（1番人気）
馬単票数 計 421638 的中 �� 78947（2番人気）
ワイド票数 計 583075 的中 �� 158854（1番人気）�� 9346（16番人気）�� 6379（19番人気）
3連複票数 計1061882 的中 ��� 24571（8番人気）
3連単票数 計1792845 的中 ��� 15979（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．4―50．6―1：03．2―1：15．9―1：28．5―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレシオーソ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2020．3．21 中山1着

2017．5．13生 牡3黒鹿 母 エアラホーヤ 母母 テンザンストーム 2戦2勝 賞金 13，300，000円
※キラービー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



08055 4月11日 晴 良 （2中山3） 第5日 第7競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走13時35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
1：08．7
1：08．7

重
重

12 レイテントロアー 牡3鹿 56 横山 武史矢野 亨憲氏 田中 清隆 日高 シンボリ牧場 468－141：11．0 5．6�
24 ニルカンタテソーロ 牡3栗 56 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 434－ 61：11．85 8．6�
11 ニシノミンクス 牝3鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 村上 欽哉 460＋ 21：12．12 28．6�
23 サザンレインボー 牡3栗 56 丸山 元気 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 日高 スウィング

フィールド牧場 538－ 21：12．2クビ 3．0�
47 スターファイター 牡3鹿 56 吉田 豊 �YGGホースクラブ 田島 俊明 新冠 川上牧場 472± 0 〃 アタマ 39．6�
59 メモワールミノル 牡3芦 56 北村 友一吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 61：12．3� 87．0�
816 ワ ン チ ー ム 牡3栗 56 大野 拓弥鈴木 伸昭氏 清水 英克 厚真 阿部 栄乃進 470＋ 61：12．51� 60．4�
48 � プレストレジェーロ 牝3鹿 54 北村 宏司米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 小倉 光博 430－ 2 〃 ハナ 62．3�
510 アイアムイチオシ 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン 堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 522－ 21：12．6� 21．1�

（南ア）

611 ヴァルゴスピカ 牝3鹿 54
51 ▲山田 敬士岡田 牧雄氏 林 徹 日高 本間牧場 422－101：12．7� 14．9�

36 ペイシャチャーム 牝3栗 54
53 ☆川又 賢治北所 直人氏 小手川 準 浦河 �川 啓一 450＋ 81：12．9� 235．4�

713 ニシノステラ 牝3鹿 54 野中悠太郎西山 茂行氏 小西 一男 日高 西山牧場 426－ 21：13．21� 190．7�
714 ヤマタケクララ 牝3黒鹿54 津村 明秀山中 佳代氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 468± 01：13．62� 31．6�
612 コーリングローリー 牡3栗 56 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 444－ 4 〃 ハナ 5．0�
815 ウィーンソナタ 牝3青鹿 54

52 △木幡 育也星野 �男氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 488＋ 41：13．7クビ 13．9
35 テリオスベル 牝3黒鹿54 的場 勇人鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 野坂牧場 B422± 01：14．76 10．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，174，000円 複勝： 62，614，000円 枠連： 16，254，300円
馬連： 72，108，800円 馬単： 27，820，500円 ワイド： 59，804，800円
3連複： 110，665，100円 3連単： 105，505，400円 計： 495，946，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 280円 � 680円 枠 連（1－2） 560円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，730円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 10，740円 3 連 単 ��� 45，120円

票 数

単勝票数 計 411740 的中 � 58525（3番人気）
複勝票数 計 626140 的中 � 96745（2番人気）� 58565（4番人気）� 19763（11番人気）
枠連票数 計 162543 的中 （1－2） 22210（1番人気）
馬連票数 計 721088 的中 �� 25962（6番人気）
馬単票数 計 278205 的中 �� 5586（8番人気）
ワイド票数 計 598048 的中 �� 18372（6番人気）�� 8758（20番人気）�� 8206（22番人気）
3連複票数 計1106651 的中 ��� 7728（32番人気）
3連単票数 計1055054 的中 ��� 1695（116番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―12．3―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．3―46．6―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．7
3 ・（3，6）（2，15，16）14－11（7，12）（13，10）8－9，4－1－5 4 3（2，6）（15，16）7（14，11）8，12（13，10）（9，4）1＝5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レイテントロアー �


父 サウスヴィグラス �



母父 ワイルドラッシュ デビュー 2019．9．29 中山2着

2017．3．21生 牡3鹿 母 スイートマルセル 母母 スイートフルーレ 4戦2勝 賞金 16，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 アストロブレイク号・イッシン号・カイアワセ号・カップッチョ号・コパノビアンカ号・サトノポーラスター号・

スピーニディローザ号・デルマガーネット号・トーアリュウジン号・フジヤマテキサス号
※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。

08056 4月11日 晴 良 （2中山3） 第5日 第8競走 ��
��1，800�4歳以上1勝クラス

発走14時05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

57 � ア オ テ ン 牡7鹿 57 L．ヒューイットソン �ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 528＋ 41：55．4 2．7�
（南ア）

711� アッシュドール 牡4鹿 57 北村 宏司西 浩明氏 勢司 和浩 新ひだか 桜井牧場 496＋ 21：55．5� 12．9�
11 ジェイエルノブレス 牝5鹿 55 田辺 裕信橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 460－ 41：55．82 8．9�
45 ゴールデンフィジー 牝5鹿 55 石橋 脩吉田 照哉氏 牧 光二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B438＋ 41：55．9クビ 11．3�
712 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 500－ 2 〃 ハナ 48．9�
46 � ネルソンタッチ 牡4芦 57 国分 優作谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 484－ 8 〃 アタマ 23．8�
34 ベルクカッツェ 牡5青鹿57 野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 486± 0 〃 アタマ 86．1�
58 ゴールドパッション 牡5栗 57

55 △木幡 育也居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 526－ 41：56．0� 21．9�
814 コンスタンティナ 牝4鹿 55 三浦 皇成山本三津子氏 中野 栄治 新ひだか 田上 徹 498± 01：56．32 3．6�
69 � ジャスパーエイト 牡5栗 57 丸山 元気加藤 和夫氏 森 秀行 米

Kirt Cahill, Sarah
Cahill & Shackle-
ford Syndicate

502－ 41：56．62 7．8�
33 タツオウカランブ 牝5栗 55 吉田 豊鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 502＋ 61：56．7クビ 13．2�
22 � スズカアポロ 牡9黒鹿57 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B486＋ 21：57．23 129．9�
610� プリティドール 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士丸岡 啓一氏 菊川 正達 新冠 守矢牧場 B462＋ 42：00．3大差 80．6�
（13頭）

813� ヒロノワカムシャ �6黒鹿57 江田 照男小野 博郷氏 石栗 龍彦 日高 ファーミングヤナキタ 484± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，379，100円 複勝： 43，115，900円 枠連： 12，561，100円
馬連： 57，088，500円 馬単： 23，072，900円 ワイド： 43，283，600円
3連複： 72，863，900円 3連単： 76，682，100円 計： 357，047，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 370円 � 220円 枠 連（5－7） 1，330円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 860円 �� 470円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 4，980円 3 連 単 ��� 21，220円

票 数

単勝票数 差引計 283791（返還計 11856） 的中 � 81647（1番人気）
複勝票数 差引計 431159（返還計 19415） 的中 � 98021（1番人気）� 23622（7番人気）� 47465（3番人気）
枠連票数 差引計 125611（返還計 3157） 的中 （5－7） 7290（6番人気）
馬連票数 差引計 570885（返還計 64823） 的中 �� 20764（9番人気）
馬単票数 差引計 230729（返還計 26026） 的中 �� 5101（10番人気）
ワイド票数 差引計 432836（返還計 54086） 的中 �� 12846（11番人気）�� 25046（2番人気）�� 5736（23番人気）
3連複票数 差引計 728639（返還計173344） 的中 ��� 10969（16番人気）
3連単票数 差引計 766821（返還計171552） 的中 ��� 2619（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―37．7―51．3―1：04．1―1：16．9―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4F51．3―3F38．5
1
3
10，6－（2，9）7，5，14，11，12（1，8）－（3，4）・（10，6）9（5，11）（2，7）（14，8）12，1（3，4）

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

勝馬の
紹 介

�ア オ テ ン �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 キングカメハメハ

2013．2．17生 牡7鹿 母 ウインキナウ 母母 ストレイキャット 24戦1勝 賞金 31，190，000円
初出走 JRA

〔競走除外〕 ヒロノワカムシャ号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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。



08057 4月11日 晴 良 （2中山3） 第5日 第9競走 ��1，800�
の じ ま ざ き

野 島 崎 特 別
発走14時35分 （芝・右）

牝，4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，55�
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

22 アストラサンタン 牝5青鹿55 三浦 皇成丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 466－ 21：48．1 4．3�
813 ダノンポピー 牝5栗 55 北村 宏司�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 490± 01：48．2� 10．8�
711 ジョブックコメン 牝5黒鹿55 山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 432＋ 2 〃 クビ 14．3�
46 エバーミランダ 牝5鹿 55 C．ルメール 宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 432± 01：48．3� 2．1�
57 ハローユニコーン 牝6鹿 55 大野 拓弥 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 480＋ 41：48．4� 66．0�
610 フォークテイル 牝4鹿 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：48．5クビ 19．6�
45 テンワールドレイナ 牝5栗 55 津村 明秀天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 486＋ 6 〃 ハナ 14．8�
712 マルーンエンブレム 牝5栗 55 北村 友一 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 394＋101：48．6� 60．0�
814 レッドイリーゼ 牝5青鹿55 L．ヒューイットソン �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 472＋12 〃 アタマ 24．5�

（南ア）

58 メトロポール 牝4黒鹿55 田辺 裕信ゴドルフィン 吉村 圭司 英 Godolphin 482± 0 〃 ハナ 8．0�
69 モリトシラユリ 牝6芦 55 内田 博幸�浜本牧場 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 494－ 21：49．34 177．9�
33 ラストプリマドンナ 牝5鹿 55 横山 武史 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 448－10 〃 クビ 51．0�
11 ゲンティアナ 牝4鹿 55 石橋 脩吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 414－141：49．51� 30．3�
34 ランペドゥーザ 牝4栗 55 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 478＋ 21：51．2大差 73．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 46，451，200円 複勝： 64，363，300円 枠連： 16，106，000円
馬連： 90，638，100円 馬単： 36，256，000円 ワイド： 65，331，200円
3連複： 128，337，900円 3連単： 141，766，400円 計： 589，250，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 290円 � 260円 枠 連（2－8） 1，400円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 930円 �� 660円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 6，890円 3 連 単 ��� 31，780円

票 数

単勝票数 計 464512 的中 � 85992（2番人気）
複勝票数 計 643633 的中 � 139081（2番人気）� 49748（5番人気）� 56787（3番人気）
枠連票数 計 161060 的中 （2－8） 8901（5番人気）
馬連票数 計 906381 的中 �� 29107（8番人気）
馬単票数 計 362560 的中 �� 6733（14番人気）
ワイド票数 計 653312 的中 �� 18147（9番人気）�� 26391（5番人気）�� 9688（19番人気）
3連複票数 計1283379 的中 ��� 13950（20番人気）
3連単票数 計1417664 的中 ��� 3234（93番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―37．2―49．6―1：01．7―1：13．5―1：25．1―1：36．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アストラサンタン �

父 ハーツクライ �


母父 Cozzene デビュー 2017．11．26 東京5着

2015．3．13生 牝5青鹿 母 レンドフェリーチェ 母母 レ ン Ⅱ 21戦3勝 賞金 66，907，000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。

08058 4月11日 晴 良 （2中山3） 第5日 第10競走 ��
��1，200�千 葉 日 報 杯

発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下），31．4．6以降2．4．5まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

千葉日報杯（1着）
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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

23 エ ス タ ジ 牝4鹿 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B440＋ 41：08．0 1．7�
24 ザイツィンガー 牡4芦 54 津村 明秀永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 428＋ 21：08．21� 38．0�
47 オジョーノキセキ 牝5鹿 54 北村 宏司前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 508－ 2 〃 クビ 12．8�
612 キャスパリーグ 牝6鹿 55 丸山 元気杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 456－101：08．41� 16．1�
510� ヴォイスオブジョイ 牝4鹿 53 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan
Connors 458－ 41：08．5� 6．5�

36 リノワールド 牝5栗 52 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 412－ 41：08．6� 27．9�
35 スマートシャヒーン 牡6芦 53 川又 賢治大川 徹氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B506＋101：08．7クビ 103．2�
59 ショウナンバニラ 牝4鹿 54 吉田 豊�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 436± 0 〃 クビ 19．3�
11 ビヨンジオール 牡8鹿 54 北村 友一林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 516－ 61：08．8クビ 52．7�
713� スタークニナガ �5青鹿53 野中悠太郎山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか 谷岡スタット 442± 0 〃 クビ 122．5�
815 ク ラ シ コ 牡8鹿 55 L．ヒューイットソン 林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B516＋ 41：08．9クビ 24．5�

（南ア）

48 タイキラトナンジュ 牡8鹿 53 横山 和生�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 464－ 2 〃 ハナ 181．8�

611� ランドルーラー 牡4鹿 55 三浦 皇成ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 508＋ 2 〃 クビ 6．6�
12 ピースユニヴァース 牡5鹿 55 田辺 裕信久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 498－ 21：09．22 57．6�
714 ブルーハワイアン 牝5栗 52 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 460－ 81：09．3クビ 33．6�
816� ハーキーステップ 牡4青鹿53 大野 拓弥宮田美恵子氏 浜田多実雄 浦河 金成吉田牧場 488＋ 21：09．61� 296．8

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，663，200円 複勝： 75，090，800円 枠連： 23，062，700円
馬連： 124，617，600円 馬単： 50，533，700円 ワイド： 85，661，900円
3連複： 175，574，700円 3連単： 208，744，700円 計： 798，949，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 130円 � 650円 � 250円 枠 連（2－2） 3，170円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 450円 �� 3，630円

3 連 複 ��� 7，370円 3 連 単 ��� 26，760円

票 数

単勝票数 計 556632 的中 � 249224（1番人気）
複勝票数 計 750908 的中 � 213879（1番人気）� 20585（10番人気）� 69934（4番人気）
枠連票数 計 230627 的中 （2－2） 5626（11番人気）
馬連票数 計1246176 的中 �� 32042（10番人気）
馬単票数 計 505337 的中 �� 10934（11番人気）
ワイド票数 計 856619 的中 �� 21344（11番人気）�� 53529（3番人気）�� 5629（37番人気）
3連複票数 計1755747 的中 ��� 17846（23番人気）
3連単票数 計2087447 的中 ��� 5654（72番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．5―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．0―45．5―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F34．0
3 3，5（4，14）15，6（1，7，12）16（2，10）13，8，9－11 4 ・（3，5）（4，14）（6，15）7（1，12）（10，16）（2，13，9）8，11

勝馬の
紹 介

エ ス タ ジ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．10．21 東京3着

2016．4．2生 牝4鹿 母 マリーシャンタル 母母 ダイナカール 10戦3勝 賞金 42，755，000円
※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 ウインオルビット号・レイデマー号
※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。



08059 4月11日 晴 良 （2中山3） 第5日 第11競走 ��
��1，600�第38回ニュージーランドトロフィー（ＧⅡ）

発走15時45分 （NHKマイルカップトライアル） （芝・右・外）
牡・牝，3歳；負担重量は，馬齢重量

レーシングタウランガ賞・ニュージーランド航空賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 1，148，000円 328，000円 164，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

611 ルフトシュトローム 牡3鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482－ 41：33．0 4．6�
714 シーズンズギフト 牝3青鹿54 津村 明秀 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 472－ 21：33．1� 7．2�
816 ウイングレイテスト 牡3栗 56 横山 武史�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 490＋ 4 〃 クビ 13．8�
612 アブソルティスモ 牡3黒鹿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 500＋ 21：33．52� 26．3�
47 ソウルトレイン 牡3芦 56 田辺 裕信安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 2 〃 アタマ 15．5�
510 ハーモニーマゼラン 牡3鹿 56 大野 拓弥日下部勝德氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 516± 01：33．6� 6．2�
59 � オーロラフラッシュ 牝3鹿 54 C．ルメール 嶋田 賢氏 藤沢 和雄 愛 Diamond

Creek Farm 456＋ 81：33．81� 4．3�
48 コウソクスピード 牡3青鹿56 丸山 元気野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞�湖 レイクヴィラファーム 518－ 21：34．01 77．1�
815 グレイトホーン 牡3鹿 56 野中悠太郎犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 480＋ 21：34．21� 429．3�
23 マイネルグリット 牡3栗 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 41：34．41� 68．7�
713 シ ャ チ 牡3鹿 56 山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 456－ 21：34．61� 102．4�
24 フルートフルデイズ 牝3黒鹿54 木幡 巧也飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 456＋101：34．7� 377．0�
12 カリオストロ 牝3鹿 54 L．ヒューイットソン Him Rock Racingホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 454－ 4 〃 クビ 7．0�

（南ア）

36 ソングオブザハート 牝3鹿 54 川又 賢治幅田 昌伸氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 410－ 21：35．12� 150．7�

35 ペールエール 牡3栗 56 北村 友一林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 506＋14 〃 ハナ 8．5�
11 カフェサンドリヨン 牝3芦 54 内田 博幸西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 462± 0 〃 クビ 41．7

（16頭）

売 得 金
単勝： 163，409，700円 複勝： 206，591，600円 枠連： 65，381，700円
馬連： 421，325，200円 馬単： 130，150，400円 ワイド： 261，471，000円
3連複： 678，137，800円 3連単： 710，452，000円 計： 2，636，919，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 230円 � 340円 枠 連（6－7） 1，300円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，290円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 8，880円 3 連 単 ��� 34，500円

票 数

単勝票数 計1634097 的中 � 279869（2番人気）
複勝票数 計2065916 的中 � 303227（2番人気）� 238429（4番人気）� 141633（7番人気）
枠連票数 計 653817 的中 （6－7） 38805（4番人気）
馬連票数 計4213252 的中 �� 195452（4番人気）
馬単票数 計1301504 的中 �� 33477（6番人気）
ワイド票数 計2614710 的中 �� 103803（4番人気）�� 51267（18番人気）�� 48876（20番人気）
3連複票数 計6781378 的中 ��� 57261（35番人気）
3連単票数 計7104520 的中 ��� 14929（96番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．0―11．7―11．7―11．7―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．2―45．9―57．6―1：09．3―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．4

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

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

勝馬の
紹 介

ルフトシュトローム �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．1．19 中山1着

2017．1．31生 牡3鹿 母 ハワイアンウインド 母母 ライクザウインド 3戦3勝 賞金 68，448，000円
〔制裁〕 シーズンズギフト号の騎手津村明秀は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・11番・16番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりルフトシュトローム号・シーズンズギフト号・ウイングレイテスト号は，NHKマイルカップ（GⅠ）競走に優先
出走できる。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

08060 4月11日 晴 良 （2中山3） 第5日 第12競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000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

11 ロードシュタルク 牡4栗 57 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 448± 01：12．1 35．9�
59 フィリーズラン 牝4鹿 55 津村 明秀岡村 善行氏 牧 光二 新冠 新冠伊藤牧場 432－ 4 〃 ハナ 22．0�
35 イワネコゴシキ 牡4青鹿57 C．ルメール 丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 512＋ 4 〃 クビ 2．3�
610 マイネルナイペス 牡4鹿 57 L．ヒューイットソン �サラブレッドクラブ・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム B464－ 21：12．2� 10．5�

（南ア）

713 ダディフィンガー 牡4鹿 57
55 △木幡 育也野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 504＋ 61：12．51� 12．8�

22 � クリノマンジェリカ 牝4青鹿55 江田 照男栗本 博晴氏 大江原 哲 新冠 村上牧場 462± 01：12．6� 87．1�
712 ビップソルダー 牡6鹿 57 野中悠太郎鈴木 邦英氏 宮田 敬介 浦河 駿河牧場 498－ 2 〃 クビ 37．6�
58 ヤンチャプリヒメ 牝4鹿 55 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 442＋ 21：12．7クビ 15．1�
611 オールミラージュ 牡4栗 57 大野 拓弥田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 スカイビーチステーブル 442－ 41：12．8� 106．4�
814 シュバルツリッター �5青鹿57 北村 宏司ライオンレースホース� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 464－ 6 〃 アタマ 11．1�
34 ベンガラグンジョウ 牡4鹿 57 三浦 皇成諸江 幸祐氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム B514－ 21：12．9クビ 8．3�
23 � デルマアンバリッド 牝4鹿 55 木幡 巧也浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 474－ 2 〃 クビ 178．1�
815 グットクルサマー �5栗 57

54 ▲山田 敬士ニューマレコード� 小桧山 悟 千歳 社台ファーム 472－ 31：13．0� 36．1�
46 サンハンツビル 牝4黒鹿55 横山 和生 �加藤ステーブル 加藤 和宏 日高 株式会社

ケイズ 452± 01：13．31� 136．6�
47 サリーバランセ 牝4栗 55 横山 武史黒須不二男氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 468－ 21：13．61� 4．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 77，392，900円 複勝： 104，058，200円 枠連： 32，699，400円
馬連： 154，392，800円 馬単： 70，317，300円 ワイド： 127，402，200円
3連複： 240，453，900円 3連単： 310，741，500円 計： 1，117，458，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，590円 複 勝 � 630円 � 480円 � 140円 枠 連（1－5） 10，170円

馬 連 �� 27，230円 馬 単 �� 60，410円

ワ イ ド �� 6，130円 �� 1，420円 �� 970円

3 連 複 ��� 17，320円 3 連 単 ��� 189，150円

票 数

単勝票数 計 773929 的中 � 17209（9番人気）
複勝票数 計1040582 的中 � 32683（9番人気）� 44494（8番人気）� 282139（1番人気）
枠連票数 計 326994 的中 （1－5） 2491（21番人気）
馬連票数 計1543928 的中 �� 4393（54番人気）
馬単票数 計 703173 的中 �� 873（113番人気）
ワイド票数 計1274022 的中 �� 5162（54番人気）�� 23181（16番人気）�� 34939（9番人気）
3連複票数 計2404539 的中 ��� 10409（56番人気）
3連単票数 計3107415 的中 ��� 1191（504番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―11．9―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．0―46．9―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードシュタルク �

父 ノヴェリスト �


母父 ダイワメジャー デビュー 2018．6．9 東京14着

2016．2．15生 牡4栗 母 エンジェリックレイ 母母 レディバラード 13戦2勝 賞金 14，600，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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5日 4月11日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
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

265，480，000円
3，020，000円
24，850，000円
2，620，000円
32，000，000円
74，949，000円
5，112，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
615，424，000円
1，039，011，300円
234，492，500円
1，237，070，400円
525，373，600円
902，917，800円
1，880，025，600円
2，306，952，500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 8，741，267，700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5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。


