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08025 4月3日 晴 良 （3中山3） 第3日 第1競走 1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

815 スティルライフ 牝3黒鹿54 C．ルメール 藤井 孝治氏 黒岩 陽一 新ひだか 野坂牧場 456＋ 41：55．7 1．9�
713 ヴァルキリードレス 牝3栗 54 三浦 皇成 DMMドリームクラブ� 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 434－ 61：56．87 3．7�
35 コンフィアンス 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �京都ホースレーシング 戸田 博文 浦河 上山牧場 450－ 21：57．43� 16．8�
610 リキサンハート 牝3黒鹿54 岩部 純二 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 496 ―1：57．61� 99．2�
814 ワンモアナイン 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 454－ 21：57．7� 13．8	
46 シエルドゥレーヴ 牝3鹿 54 武藤 雅 �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 468 ―1：57．8� 31．7

11 ロジディープ 牝3鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 新開 幸一 新冠 秋田牧場 438－ 41：58．01� 31．2�
712 コトブキアルニラム 牝3芦 54 黛 弘人尾上 松壽氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 440＋ 41：58．1� 5．9�
59 ベニノフェアリー 牝3栗 54 江田 照男�紅谷 粕谷 昌央 新冠 川上牧場 448－ 2 〃 ハナ 298．8
611 モモエチャン 牝3芦 54

51 ▲小林 脩斗 �リトルブルーファーム 和田 雄二 清水 リトルブルーファーム 438－ 21：58．2� 36．5�
34 ローラーコースター 牝3鹿 54

53 ☆菅原 明良 �グリーンファーム伊藤 大士 千歳 社台ファーム 472± 01：58．73 28．9�
47 シゲルカンリショク 牝3栗 54 大野 拓弥森中 蕃氏 田中 清隆 新冠 中央牧場 538＋ 21：58．8クビ 49．1�
22 タ カ チ ホ 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵高橋 文男氏 尾形 和幸 新冠 村上 欽哉 460－ 41：58．9� 74．1�
58 トウカイキュニスカ 牝3栗 54 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 470－ 4 （競走中止） 162．6�

（14頭）
23 ゴールドフレイバー 牝3芦 54 丸田 恭介岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 40，527，800円 複勝： 68，996，300円 枠連： 19，499，100円
馬連： 74，026，600円 馬単： 36，527，700円 ワイド： 67，039，500円
3連複： 123，396，700円 3連単： 147，412，400円 計： 577，426，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 240円 枠 連（7－8） 200円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 200円 �� 500円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 3，650円

票 数

単勝票数 差引計 405278（返還計 384） 的中 � 163302（1番人気）
複勝票数 差引計 689963（返還計 465） 的中 � 244879（1番人気）� 129096（2番人気）� 44783（4番人気）
枠連票数 差引計 194991（返還計 17） 的中 （7－8） 74948（1番人気）
馬連票数 差引計 740266（返還計 1333） 的中 �� 165843（1番人気）
馬単票数 差引計 365277（返還計 750） 的中 �� 46103（1番人気）
ワイド票数 差引計 670395（返還計 1905） 的中 �� 103198（1番人気）�� 30907（5番人気）�� 20897（7番人気）
3連複票数 差引計1233967（返還計 4713） 的中 ��� 79355（3番人気）
3連単票数 差引計1474124（返還計 5336） 的中 ��� 29264（6番人気）

ハロンタイム 13．0―12．6―14．1―13．0―12．5―12．9―12．9―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．6―39．7―52．7―1：05．2―1：18．1―1：31．0―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．6
1
3
9，13（1，10）（14，15）（4，2，7，12）（5，11）6＝8
15（13，10）9（1，12）（14，7）（4，2，11，5）6

2
4

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

勝馬の
紹 介

スティルライフ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2020．7．18 福島7着

2018．3．14生 牝3黒鹿 母 アイナマーリエ 母母 フジノバイオレット 7戦1勝 賞金 11，700，000円
〔出走取消〕 ゴールドフレイバー号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔競走中止〕 トウカイキュニスカ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため1コーナーで競走中止。

08026 4月3日 晴 良 （3中山3） 第3日 第2競走 ��1，200�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
1：08．5
1：08．5

重
重

48 ダ ミ ア ン 牡3栗 56 横山 武史�GET NEXT 斎藤 誠 新冠 須崎牧場 498－ 41：12．0 6．0�
815 ベストインクラス 牡3鹿 56 宮崎 北斗グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 前田牧場 488－101：12．1クビ 14．9�
714 エバーサニーハート 牡3黒鹿56 石橋 脩堀口 晴男氏 小手川 準 浦河 市川牧場 486－ 81：12．21 1．9�
713 キ ラ メ キ 牝3栗 54 吉田 豊大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社

大原ファーム 480－ 41：12．62 10．0�
47 スイートフィル 牝3芦 54 江田 照男シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 448＋ 21：13．02� 29．3�
59 トロンアゲイン 牝3栗 54 柴田 善臣	髙昭牧場 和田 勇介 浦河 高昭牧場 458 ―1：13．21 18．1

510 グルナピーク 牝3黒鹿54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 中川 公成 浦河 市川牧場 438＋ 41：13．3� 16．1�
24 � キトゥンズルンバ 牡3栗 56 大野 拓弥吉田 千津氏 杉浦 宏昭 米

Frederick M. Allor,
Kenneth L. Ramsey
& Sarah K. Ramsey

458－121：13．62 10．5�
12 ホウオウジュレップ 牝3芦 54 木幡 巧也小笹 芳央氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 404－ 41：13．91� 56．7
35 ヒカルマドンナ 牝3青鹿 54

51 ▲永野 猛蔵安蒜 一修氏 柄崎 孝 新冠 佐藤牧場 410－14 〃 ハナ 318．4�
23 キャッチミー 牝3鹿 54 木幡 初也薪浦 亨氏 武市 康男 新ひだか 高橋 修 B470－14 〃 ハナ 273．4�
11 シーオブクラウズ 牡3芦 56 野中悠太郎岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 474± 01：14．01 11．2�
611 ニシノラフカット 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良西山 茂行氏 高木 登 新ひだか 小倉 光博 432－ 41：14．2� 33．2�
36 ニシノカシン 牡3黒鹿56 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 大柳ファーム 484－ 4 〃 クビ 175．5�
816 ヘ ー ベ ー 牝3鹿 54 田中 勝春大倉 佑介氏 松永 康利 新冠 中本牧場 460＋ 41：14．73 107．3�
612 テイエムオドリコ 牝3青 54

51 ▲横山 琉人竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム
牧場株式会社 412－121：14．91 451．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，486，400円 複勝： 85，963，100円 枠連： 14，937，800円
馬連： 74，916，900円 馬単： 36，704，900円 ワイド： 74，428，200円
3連複： 120，638，900円 3連単： 128，853，900円 計： 582，930，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 160円 � 210円 � 110円 枠 連（4－8） 2，430円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 5，860円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 250円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 14，720円

票 数

単勝票数 計 464864 的中 � 61457（2番人気）
複勝票数 計 859631 的中 � 98479（2番人気）� 63353（4番人気）� 366801（1番人気）
枠連票数 計 149378 的中 （4－8） 4756（10番人気）
馬連票数 計 749169 的中 �� 15738（13番人気）
馬単票数 計 367049 的中 �� 4695（19番人気）
ワイド票数 計 744282 的中 �� 15816（12番人気）�� 85874（1番人気）�� 58459（2番人気）
3連複票数 計1206389 的中 ��� 53681（1番人気）
3連単票数 計1288539 的中 ��� 6345（38番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．5―12．5―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．0―46．5―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダ ミ ア ン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2020．11．7 東京11着

2018．3．26生 牡3栗 母 レディーソルジャー 母母 ナ シ ラ 3戦1勝 賞金 5，870，000円
〔3走成績による出走制限〕 ニシノカシン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月3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。
（非抽選馬） 2頭 ブルーガーデニア号・リーガルゲイリー号

第３回 中山競馬 第３日



08027 4月3日 晴 良 （3中山3） 第3日 第3競走 1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

24 プンタアレナス �3芦 56 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：56．0 30．3�
59 ゴールドブリーズ 牡3鹿 56 江田 照男居城 寿与氏 深山 雅史 新冠 北勝ファーム 494＋ 6 〃 クビ 8．2�
510 ラ ン ス ル ー 牡3栗 56 三浦 皇成前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 540－ 21：56．85 5．0�
714 ワールドマックス 牡3青鹿56 横山 和生池田 草龍氏 竹内 正洋 新冠 上井農場 466－ 21：57．22� 30．8�
48 ショウナンカホウ 牡3鹿 56 横山 武史国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム 540－ 2 〃 クビ 1．9�
36 プ レ ナ イ ト 牝3鹿 54 杉原 誠人重松 國建氏 加藤 和宏 浦河 山口 義彦 480－ 21：57．83� 137．3�
12 ラロワイヤル 牡3栗 56

53 ▲秋山 稔樹	ラ・メール 奥村 武 新冠 松浦牧場 B516－ 21：57．9� 38．5

23 フィールファイン 牡3栗 56 嘉藤 貴行石川 眞実氏 大和田 成 新ひだか 佐藤 鉄也 416＋ 41：58．11 277．0�
612 タイセイアーサー 牡3芦 56

55 ☆菅原 明良田中 成奉氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 482 ―1：58．21 20．5�
47 フォトンストリーム 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗幡 有氏 浅野洋一郎 日高 増尾牧場 404－ 4 〃 ハナ 451．2
11 タイセイコマンド 牡3鹿 56 石橋 脩田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 B478＋ 21：58．41 5．0�
816 ピクシーズパラソル 牝3鹿 54 武士沢友治鶴見 芳子氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 434－ 41：58．5� 320．8�
35 イ ト ザ ク ラ 牝3鹿 54

52 △山田 敬士村上 卓史氏 小手川 準 浦河 川越ファーム 408－ 41：58．71� 289．8�
611 ミルトディーズ 牡3鹿 56 宮崎 北斗永山 勝敏氏 杉山 晴紀 新ひだか 坂本 春雄 518－ 4 〃 ハナ 52．5�
815 ボーンジーニアス 牡3鹿 56 野中悠太郎和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 456＋ 21：58．91 36．3�
713 ダ ヴ ィ ン チ 牡3栗 56

53 ▲横山 琉人	シンユウ企画 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 544＋ 22：00．8大差 107．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，778，200円 複勝： 72，039，100円 枠連： 14，375，800円
馬連： 66，505，500円 馬単： 34，912，200円 ワイド： 60，113，800円
3連複： 101，557，600円 3連単： 135，803，400円 計： 522，085，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，030円 複 勝 � 1，080円 � 390円 � 230円 枠 連（2－5） 5，010円

馬 連 �� 14，280円 馬 単 �� 30，130円

ワ イ ド �� 3，620円 �� 1，920円 �� 680円

3 連 複 ��� 19，750円 3 連 単 ��� 152，170円

票 数

単勝票数 計 367782 的中 � 9679（6番人気）
複勝票数 計 720391 的中 � 14909（9番人気）� 46938（4番人気）� 96778（2番人気）
枠連票数 計 143758 的中 （2－5） 2223（15番人気）
馬連票数 計 665055 的中 �� 3609（30番人気）
馬単票数 計 349122 的中 �� 869（58番人気）
ワイド票数 計 601138 的中 �� 4115（30番人気）�� 7915（16番人気）�� 24166（6番人気）
3連複票数 計1015576 的中 ��� 3856（51番人気）
3連単票数 計1358034 的中 ��� 647（304番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．7―39．2―52．9―1：05．7―1：18．3―1：30．8―1：43．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．7
1
3
9（2，4）6（3，5，16）10（7，13，15）8，11－14－1－12・（9，4）（2，6）（10，16）（3，8）（7，5，15）14，11，13，1－12

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

勝馬の
紹 介

プンタアレナス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Elusive City デビュー 2020．8．23 新潟8着

2018．2．25生 �3芦 母 プンタステラ 母母 Eroica 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 ダヴィンチ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ゴールドブリーズ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）について過怠金50，000円。
〔調教再審査〕 ダヴィンチ号は，発走調教再審査。
〔3走成績による出走制限〕 フォトンストリーム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月3日まで平地競走に出走でき

ない。

08028 4月3日 晴 良 （3中山3） 第3日 第4競走 1，200�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
1：08．5
1：08．5

重
重

12 シゲルヒラトリ 牡3栗 56 三浦 皇成森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 松本 信行 474± 01：11．9 3．7�
714 スズジャッカル 牡3黒鹿56 武士沢友治森 達郎氏 高橋 裕 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 500－ 41：12．85 1．7�
36 ア デ ウ ス 牝3鹿 54 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 444－ 41：13．33 76．5�
815 ベイビーシャーク 牡3芦 56

53 ▲永野 猛蔵北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 460－ 81：13．62 21．4�
59 ヴィットリオーザ 牡3鹿 56 嶋田 純次藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 486－ 41：13．81� 100．6�
816 レオテソーロ 牡3栗 56

53 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 460－ 8 〃 アタマ 11．5	

611 ヴィグルズマン 牡3栗 56
55 ☆菅原 明良 KAJIMOTOホー

ルディングス� 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 B444－ 41：14．01 190．4

23 アイルビーザワン 牡3栗 56

53 ▲秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 472－ 4 〃 クビ 55．8�

11 レゾンデートル 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 上井農場 434＋ 61：14．1� 271．4
35 ワールドタキオン 牡3栗 56 横山 武史MOJA 斎藤 誠 平取 川向高橋育

成牧場 498 ―1：14．2� 55．3�
510 リュウノエルヴィス 牡3芦 56 菅原 隆一蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム B488＋ 81：14．3� 25．0�
713 ノ ア ム サ シ 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 464－ 2 〃 ハナ 292．2�
24 ネ オ ア ビ ー 牝3青鹿54 野中悠太郎西田 俊二氏 小西 一男 新冠 岩見牧場 454－101：14．72 252．4�
612 セラダエストレーラ 牝3鹿 54 大庭 和弥加藤 徹氏 高橋 文雅 新ひだか 本桐牧場 422± 01：15．23 533．2�
48 ミッキーワクチン 牡3鹿 56 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 494－ 61：15．94 6．5�
47 ピンクマジック 牡3栗 56 木幡 巧也�飛渡牧場 牧 光二 新冠 飛渡牧場 B488± 01：16．32� 121．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，994，400円 複勝： 134，629，000円 枠連： 15，586，200円
馬連： 78，267，800円 馬単： 41，745，000円 ワイド： 69，802，700円
3連複： 123，926，200円 3連単： 169，103，900円 計： 684，055，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 110円 � 530円 枠 連（1－7） 350円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，010円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 11，500円

票 数

単勝票数 計 509944 的中 � 108172（2番人気）
複勝票数 計1346290 的中 � 152741（2番人気）� 857251（1番人気）� 18660（8番人気）
枠連票数 計 155862 的中 （1－7） 34489（1番人気）
馬連票数 計 782678 的中 �� 197155（1番人気）
馬単票数 計 417450 的中 �� 38608（2番人気）
ワイド票数 計 698027 的中 �� 128652（1番人気）�� 14904（11番人気）�� 12772（13番人気）
3連複票数 計1239262 的中 ��� 36551（7番人気）
3連単票数 計1691039 的中 ��� 10655（33番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．3―12．3―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―34．0―46．3―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルヒラトリ �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．11．21 東京6着

2018．4．16生 牡3栗 母 シーアクトレス 母母 パ シ ア ン 6戦1勝 賞金 9，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピンクマジック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月3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 ネオヒューズ号



08029 4月3日 晴 良 （3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

36 スワーヴエルメ 牡3栗 56 石橋 脩�NICKS 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 514＋222：01．2 2．8�
12 ネイチャーシップ 牡3芦 56 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 452－182：01．51� 92．7�
59 コーストライン 牝3鹿 54 内田 博幸吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B462－ 2 〃 クビ 21．0�
818 レ ッ ド ロ ワ 牡3青鹿56 C．ルメール �東京ホースレーシング 木村 哲也 白老 社台牧場 474＋ 2 〃 ハナ 1．6�
817 ウェイオブライト 牡3芦 56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 22：01．71� 15．1�
48 ノーブルパレス 牡3鹿 56 三浦 皇成吉木 伸彦氏 中川 公成 新冠 新冠伊藤牧場 452± 02：02．23 35．5	
611 アウトオブザブルー 牡3黒鹿56 川田 将雅山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム B472＋ 42：02．41� 19．2

11 デルマアミダ 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹浅沼 廣幸氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 466－ 42：02．61� 28．2�
714 ゼンダンピューマ �3栗 56 勝浦 正樹渡邊 善男氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 448－12 〃 ハナ 221．8�
24 ハ ム レ ボ 牡3鹿 56 丸田 恭介伊藤 功一氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 508＋ 22：02．92 122．7
713 ラジェドール 牡3芦 56 木幡 巧也根岸 朋弘氏 小笠 倫弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 494 ―2：03．0クビ 94．4�
35 キャルベロス 牡3鹿 56 石川裕紀人里見 治紀氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 532－ 62：03．31� 79．7�
510 ダイスギミッチー 牡3鹿 56 木幡 初也茂木 道和氏 武市 康男 浦河 大道牧場 438－ 62：03．4� 343．9�
715 スケボーマン 牡3黒鹿56 伊藤 工真石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 B476＋ 42：03．5� 439．2�
612 エイメイカカン 牝3黒鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 62：04．45 162．7�
23 ウノランパンテ �3栗 56

53 ▲小林 脩斗堀田 浩司氏 杉浦 宏昭 新ひだか 斉藤スタッド B502－ 62：04．82 237．6�
816 コスモクロシオ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 日高 日高大洋牧場 446－ 82：05．11� 506．5�
47 シャイニーターフ 牡3栗 56

53 ▲横山 琉人小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 B424＋ 22：06．16 446．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 59，079，800円 複勝： 110，101，900円 枠連： 19，880，000円
馬連： 81，116，400円 馬単： 47，417，600円 ワイド： 71，189，000円
3連複： 115，387，800円 3連単： 164，154，200円 計： 668，326，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 240円 � 1，560円 � 590円 枠 連（1－3） 3，180円

馬 連 �� 12，550円 馬 単 �� 16，610円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 750円 �� 6，230円

3 連 複 ��� 41，860円 3 連 単 ��� 170，260円

票 数

単勝票数 計 590798 的中 � 165297（2番人気）
複勝票数 計1101019 的中 � 143341（2番人気）� 16052（8番人気）� 46015（5番人気）
枠連票数 計 198800 的中 （1－3） 4834（10番人気）
馬連票数 計 811164 的中 �� 5009（23番人気）
馬単票数 計 474176 的中 �� 2140（30番人気）
ワイド票数 計 711890 的中 �� 6947（21番人気）�� 25614（7番人気）�� 2839（38番人気）
3連複票数 計1153878 的中 ��� 2067（82番人気）
3連単票数 計1641542 的中 ��� 699（305番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．1―47．1―1：00．0―1：12．6―1：25．2―1：37．4―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

スワーヴエルメ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2020．7．5 福島2着

2018．1．30生 牡3栗 母 アイムユアーズ 母母 セシルブルース 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔3走成績による出走制限〕 ハムレボ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月3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） 3頭 ジオパークフローラ号・マエストリーナ号・ミラキュラスサイン号
（非抽選馬） 1頭 フジマサインパクト号

08030 4月3日 晴 良 （3中山3） 第3日 第6競走 ��1，800�3歳未勝利
発走13時00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

714 トモジャリア 牡3黒鹿56 石川裕紀人吉冨 学氏 小笠 倫弘 新冠 オリエント牧場 468－ 41：55．6 3．4�
713 ラストストーリー 牡3鹿 56

54 △山田 敬士新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 中山 高鹿康 414＋ 31：56．45 334．1�
815 バンブトンローズ 牝3鹿 54 柴田 大知樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 460－101：56．5� 95．4�
23 ケ プ チ ャ ン 牡3栗 56 杉原 誠人�ミルファーム 和田 勇介 浦河 ミルファーム 470＋ 21：56．81� 16．5�
11 スリンシンガポール 牝3黒鹿 54

53 ☆菅原 明良田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 464－ 8 〃 クビ 134．3�
36 モンサンレックス 牡3栗 56 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B486－ 21：56．9クビ 28．4	
35 マ ミ リ ア ス 牡3青鹿56 丸山 元気広尾レース
 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 468－ 21：57．11� 15．9�
48 クリスタルローレル 牡3鹿 56 大庭 和弥岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 496－ 61：57．31� 195．3�
612 トリプルミリオン 牝3芦 54

51 ▲原 優介江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 422± 01：57．51 321．1
47 ミヤビプレシャス 牡3黒鹿56 吉田 豊村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 484－ 61：57．81� 47．5�
510 サクラプロモーター 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 438＋ 41：58．01� 96．4�
12 ゼ ー タ 牡3青鹿56 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 448＋ 21：58．2� 3．0�
59 サンペンサコーラ 牡3鹿 56 柴田 善臣 
加藤ステーブル 鹿戸 雄一 新冠 土井牧場 470－ 6 〃 クビ 7．6�
24 � リエンカウンター 牝3栗 54 三浦 皇成ゴドルフィン 斉藤 崇史 英 Godolphin 450－10 〃 ハナ 6．1�
816 トウキョウスター 牡3芦 56 横山 和生坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 川上牧場 482－ 21：58．51� 129．8�
611 ニンジャゴー 牡3栗 56 M．デムーロ野村 茂雄氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム 420－ 21：58．71� 8．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，517，700円 複勝： 64，098，000円 枠連： 15，149，100円
馬連： 76，264，000円 馬単： 31，116，400円 ワイド： 63，639，400円
3連複： 106，344，400円 3連単： 124，383，800円 計： 524，512，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 5，790円 � 1，430円 枠 連（7－7） 26，440円

馬 連 �� 33，540円 馬 単 �� 56，920円

ワ イ ド �� 10，700円 �� 3，190円 �� 68，390円

3 連 複 ��� 362，530円 3 連 単 ��� 1，306，930円

票 数

単勝票数 計 435177 的中 � 99737（2番人気）
複勝票数 計 640980 的中 � 131007（2番人気）� 2323（16番人気）� 9820（10番人気）
枠連票数 計 151491 的中 （7－7） 444（32番人気）
馬連票数 計 762640 的中 �� 1762（51番人気）
馬単票数 計 311164 的中 �� 410（93番人気）
ワイド票数 計 636394 的中 �� 1530（56番人気）�� 5209（30番人気）�� 238（108番人気）
3連複票数 計1063444 的中 ��� 220（304番人気）
3連単票数 計1243838 的中 ��� 69（1399番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．7―50．1―1：02．8―1：15．8―1：29．2―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トモジャリア �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．12．12 中山7着

2018．3．4生 牡3黒鹿 母 ハ マ ナ ス 母母 ジョウノビクトリア 3戦1勝 賞金 6，400，000円



08031 4月3日 晴 良 （3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 （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 ネクストストーリー 牝3芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 488＋ 21：34．8 15．9�
79 タケルジャック 牡3青鹿56 津村 明秀森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 460－ 61：34．9� 16．9�
11 ジャングルキング 牡3鹿 56 C．ルメール 清家 聖仁氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 502－ 4 〃 アタマ 2．4�
68 スリートップキズナ 牡3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 436－ 61：35．0� 11．3�
33 ノーダブルディップ 牡3鹿 56 北村 宏司丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 536－ 61：35．1� 4．4	
710 ヴィクトゥーラ 牡3黒鹿56 M．デムーロ近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 462－ 41：35．52 3．7

67 メインターゲット 牝3栗 54

53 ☆菅原 明良吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 496± 01：35．71	 14．9�
811 リーブラテソーロ 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 468＋ 21：35．8� 159．2�

812 ナリノペッパー 牡3芦 56
55 ☆木幡 育也成塚 清志氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 474－ 41：35．9クビ 117．9

55 ゴーストレート 牡3青鹿56 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 490＋ 41：36．22 150．8�
44 フ ル ネ ー ズ 牡3鹿 56 石川裕紀人�G1レーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 504－101：36．51� 38．9�
22 モメントグスタール 牡3鹿 56 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中脇 満 458－ 2 （競走中止） 60．2�
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売 得 金
単勝： 61，465，300円 複勝： 80，950，300円 枠連： 15，744，000円
馬連： 87，846，300円 馬単： 44，533，400円 ワイド： 75，422，500円
3連複： 126，490，000円 3連単： 191，084，500円 計： 683，536，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 330円 � 360円 � 140円 枠 連（5－7） 1，950円

馬 連 �� 7，510円 馬 単 �� 17，830円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 760円 �� 960円

3 連 複 ��� 8，180円 3 連 単 ��� 84，310円

票 数

単勝票数 計 614653 的中 � 30793（6番人気）
複勝票数 計 809503 的中 � 53385（5番人気）� 48032（6番人気）� 203517（1番人気）
枠連票数 計 157440 的中 （5－7） 6254（7番人気）
馬連票数 計 878463 的中 �� 9064（23番人気）
馬単票数 計 445334 的中 �� 1873（46番人気）
ワイド票数 計 754225 的中 �� 9270（22番人気）�� 26166（6番人気）�� 20228（12番人気）
3連複票数 計1264900 的中 ��� 11584（29番人気）
3連単票数 計1910845 的中 ��� 1643（250番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―35．4―47．6―59．6―1：11．1―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ネクストストーリー �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．11．8 福島4着

2018．4．5生 牝3芦 母 パ ド ブ レ 母母 リオクラーロ 6戦2勝 賞金 21，062，000円
〔発走状況〕 ジャングルキング号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 モメントグスタール号は，発走直後に内側の馬に接触してつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ネクストストーリー号の騎手杉原誠人は，最後の直線コースで蛇行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1番・9番）

08032 4月3日 晴 良 （3中山3） 第3日 第8競走 ��2，400�4歳以上1勝クラス
発走14時00分 （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
2：28．8
2：28．6

重
不良

714 ファンタスティック 牡5栗 57 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 474－ 42：36．3 15．5�
36 カッティングロック 牡4黒鹿57 丹内 祐次石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 B516－ 42：36．51� 13．0�
47 レアリザトゥール 牡4黒鹿57 武藤 雅 �京都ホースレーシング 小手川 準 新ひだか チャンピオンズファーム 452－ 82：36．82 5．6�
24 ヤマノマタカ 牡4鹿 57 石川裕紀人澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 B484－ 22：36．9� 13．8�
611 セイウンクルーズ 牡4栗 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド B526＋ 22：37．21� 6．1�
510� プ ロ ー ス 牡5栗 57 野中悠太郎髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B514＋ 22：37．41 105．1	
59 ケイティミラクル 牡4黒鹿57 菊沢 一樹瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 松浦牧場 494± 0 〃 ハナ 56．8

815� ゾ ロ 牡5栗 57 吉田 豊北山 敏�氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 468－ 4 〃 アタマ 10．4�
713 サンロックランド 牡4鹿 57 横山 和生 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 510＋ 4 〃 アタマ 7．6
12 グッドリドゥンス 牡4栗 57 的場 勇人林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 482± 0 〃 アタマ 3．3�
11 トモジャタイクーン 牡6鹿 57 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 508± 02：37．93 147．4�
816 ハ イ チ ー ズ 牡6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 520± 02：38．11 76．6�
612 トップリーチ 牡4黒鹿57 三浦 皇成紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 456＋ 22：38．52� 9．2�
48 ワセダウォリアー 	4黒鹿 57

56 ☆菅原 明良大冨 智弘氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 460－102：39．56 96．5�
23 � シ ン ソ ク 牡5黒鹿 57

54 ▲秋山 稔樹山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 486－ 22：43．0大差 249．4�
35 � ヒロノワカムシャ 	7黒鹿57 丸田 恭介小野 博郷氏 石栗 龍彦 日高 ファーミングヤナキタ 478－142：49．8大差 247．0�
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売 得 金
単勝： 42，338，200円 複勝： 71，810，600円 枠連： 21，019，600円
馬連： 92，603，000円 馬単： 35，013，600円 ワイド： 75，114，900円
3連複： 141，806，700円 3連単： 150，733，300円 計： 630，439，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 390円 � 410円 � 230円 枠 連（3－7） 3，540円

馬 連 �� 7，250円 馬 単 �� 16，480円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 1，370円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 13，550円 3 連 単 ��� 99，070円

票 数

単勝票数 計 423382 的中 � 21718（9番人気）
複勝票数 計 718106 的中 � 45477（7番人気）� 43173（8番人気）� 94354（3番人気）
枠連票数 計 210196 的中 （3－7） 4590（17番人気）
馬連票数 計 926030 的中 �� 9887（35番人気）
馬単票数 計 350136 的中 �� 1593（73番人気）
ワイド票数 計 751149 的中 �� 9294（32番人気）�� 14243（17番人気）�� 14071（18番人気）
3連複票数 計1418067 的中 ��� 7849（56番人気）
3連単票数 計1507333 的中 ��� 1103（377番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．3―38．5―51．5―1：03．8―1：17．3―1：30．7―1：43．4―1：56．6―2：09．8―2：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→」 上り4F52．9―3F39．7
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

ファンタスティック �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．8．5 札幌9着

2016．1．26生 牡5栗 母 ルヴェソンヴェール 母母 フェートデュヴァン 20戦2勝 賞金 26，136，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時05分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンソク号・ヒロノワカムシャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月3日ま

で平地競走に出走できない。



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

あ わ

安 房 特 別
発走14時35分（番組第10競走を順序変更） （芝・右）
4歳以上，2勝クラス；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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

77 ノーチカルチャート 牡5青鹿57 川田 将雅 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 490＋ 22：36．1 1．9�
88 ワンダーコノシュア 牡5黒鹿57 木幡 巧也山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 500＋ 62：36．21 19．3�
44 ラストヌードル 牡5鹿 57 横山 和生増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 500－ 82：36．3クビ 3．1�
22 マイネルステレール 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム B486－ 22：36．72� 7．1�
55 	 ア ス テ ィ 
5栗 57 内田 博幸山口謙太郎氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 426－ 22：37．12� 4．9	
66 マ ス ラ オ 
7栗 57 伊藤 工真 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 456＋ 42：37．52� 75．0

33 サイモンサーマル 
6鹿 57 野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 488± 02：39．8大差 129．8�

（7頭）
11 レッドクーゲル 牡5栗 57 横山 武史 �東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 438－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 35，454，700円 複勝： 28，084，200円 枠連： 発売なし
馬連： 60，638，400円 馬単： 31，576，500円 ワイド： 30，955，500円
3連複： 63，836，100円 3連単： 160，907，800円 計： 411，453，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 230円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 460円 �� 160円 �� 550円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 5，500円

票 数

単勝票数 差引計 354547（返還計 14813） 的中 � 148194（1番人気）
複勝票数 差引計 280842（返還計 25599） 的中 � 114778（1番人気）� 16883（5番人気）� 50709（2番人気）
馬連票数 差引計 606384（返還計 92706） 的中 �� 32732（7番人気）
馬単票数 差引計 315765（返還計 49225） 的中 �� 10470（11番人気）
ワイド票数 差引計 309555（返還計 56830） 的中 �� 14892（7番人気）�� 61850（1番人気）�� 11849（8番人気）
3連複票数 差引計 638361（返還計209394） 的中 ��� 51966（4番人気）
3連単票数 差引計1609078（返還計490445） 的中 ��� 21192（21番人気）

ハロンタイム 7．4―12．5―11．9―12．8―12．9―13．3―13．0―13．1―12．4―12．0―11．5―11．4―11．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．4―19．9―31．8―44．6―57．5―1：10．8―1：23．8―1：36．9―1：49．3―2：01．3―2：12．8―2：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→	→�」 上り4F46．8―3F34．8
1
�
8－4，7（2，6）－3－5
8，4（2，7）5，6，3

2
�
8－4，7（2，6）－3－5・（8，4）（2，7）5－6－3

勝馬の
紹 介

ノーチカルチャート �

父 ジャスタウェイ �


母父 ファルブラヴ デビュー 2019．3．3 阪神7着

2016．4．9生 牡5青鹿 母 ヘヴンリークルーズ 母母 タックスシェルター 16戦2勝 賞金 44，829，000円
［他本会外：3戦1勝］

〔競走除外〕 レッドクーゲル号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。

08034 4月3日 晴 良 （3中山3） 第3日 第10競走 ��1，200�
か つ し か

� 飾 特 別
発走15時10分（番組第9競走を順序変更） （ダート・右）
4歳以上，2勝クラス，2．4．4以降3．3．28まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

714 トウカイエトワール 牡4栗 56 横山 和生内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 494－101：10．8 4．3�
816� ラフィンクロンヌ 牝4栗 53 原 優介伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 478＋ 41：11．01� 4．3�
36 ノーベルプライズ 牡5黒鹿55 三浦 皇成平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 516－ 21：11．31� 8．7�
59 ココロノイコロ 牡6黒鹿55 菊沢 一樹海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 448± 01：11．4� 14．8�
611 インウィクトス 牡4鹿 55 田辺 裕信加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 474± 01：11．71� 12．8�
510 アロハブリーズ 牝5栗 51 木幡 育也�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 488± 0 〃 クビ 124．2	
35 イ バ ル 牡4青鹿56 川田 将雅ケーエスHD 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 498－ 41：11．8クビ 3．4

12 クリスタルアワード 牝5青鹿51 石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 81：11．9� 83．7�
815 オルクリスト 牡5鹿 54 木幡 巧也�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 472－ 8 〃 � 18．9
23 � ウェイクール 牡5鹿 53 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 鈴木慎太郎 日高 山際 辰夫 B538＋ 41：12．11 172．0�
11 アルベルティーヌ 牝6黒鹿53 横山 武史村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B444－ 2 〃 クビ 16．1�
24 タイキメサイア 牡6栗 53 藤田菜七子�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 512－101：12．2� 67．5�
47 	 カーンテソーロ 牡5栗 54 秋山 稔樹了德寺健二ホール

ディングス� 加藤 和宏 仏
Dunmore Stud（Ire-
land）Ltd, Earl
Haras De L’Hotellerie

514＋28 〃 ハナ 58．6�
612 サイヤダンサー 牡4鹿 54 菅原 明良西森 功氏 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 462＋ 61：12．41� 37．1�
48 	 スポーカンテソーロ 牝5栗 52 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Summer-
hill Farm B526－ 81：12．5� 33．6�

713 サニーストーム 牝5青鹿53 丹内 祐次陳 立文氏 尾形 和幸 新ひだか 土田農場 456－ 41：14．5大差 56．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 68，266，600円 複勝： 109，311，800円 枠連： 38，754，100円
馬連： 187，536，500円 馬単： 67，178，100円 ワイド： 134，389，900円
3連複： 284，763，900円 3連単： 305，686，100円 計： 1，195，887，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 150円 � 180円 枠 連（7－8） 630円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 340円 �� 600円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 6，240円

票 数

単勝票数 計 682666 的中 � 125463（2番人気）
複勝票数 計1093118 的中 � 214052（1番人気）� 203005（2番人気）� 133017（4番人気）
枠連票数 計 387541 的中 （7－8） 47516（3番人気）
馬連票数 計1875365 的中 �� 167204（1番人気）
馬単票数 計 671781 的中 �� 29082（3番人気）
ワイド票数 計1343899 的中 �� 107326（1番人気）�� 55138（5番人気）�� 54111（6番人気）
3連複票数 計2847639 的中 ��� 112321（2番人気）
3連単票数 計3056861 的中 ��� 35480（1番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．3―12．1―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―33．9―46．0―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイエトワール �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．1．6 中山1着

2017．5．14生 牡4栗 母 トウカイミステリー 母母 タイキミステリー 6戦3勝 賞金 31，464，000円
〔騎手変更〕 オルクリスト号の騎手大野拓弥は，第7競走での落馬負傷のため木幡巧也に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 グレートバニヤン号・コマノゼニト号・シルバーストーン号・ソラン号・タツオウカランブ号・ディスモーメント号・

ノーザンヴィグラス号・ハルワタート号・ライクアジュエリー号・レヴァンテ号



08035 4月3日 晴 良 （3中山3） 第3日 第11競走 ��
��1，600�第53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，2．4．4以降3．3．28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 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

59 テルツェット 牝4鹿 53 M．デムーロ �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 418－ 61：32．6 6．3�
611 カ テ ド ラ ル 牡5鹿 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 484－ 41：32．81 7．8�
12 ボンセルヴィーソ 牡7栗 55 木幡 巧也名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 484± 0 〃 クビ 8．4�
510 マイスタイル 牡7鹿 57 横山 和生寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 458± 01：33．0� 101．4�
714 アトミックフォース 牡5鹿 55 武藤 雅吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 480－ 21：33．21� 54．3	
713 トーラスジェミニ 牡5鹿 57 原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 476－ 41：33．3	 15．9

35 ブラックムーン 牡9鹿 55 吉田 豊 Him Rock Racing

ホールディングス� 辻野 泰之 日高 タバタファーム 498－ 4 〃 	 122．3�
612 メイショウチタン 牡4黒鹿54 津村 明秀松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 松田牧場 468－ 21：33．4	 16．9�
48 ショウナンライズ 牡8栗 54 内田 博幸国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 470－ 81：33．61� 259．3
47 ベステンダンク 牡9栗 56 北村 宏司市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 518＋ 61：33．7	 180．5�
815 エメラルファイト 牡5芦 55 丹内 祐次高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B474＋ 2 〃 ハナ 46．2�
23 ソーグリッタリング 牡7鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 486＋ 41：33．8	 12．9�
24 ルフトシュトローム 牡4鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 506± 01：33．9	 4．5�
11 スマイルカナ 牝4芦 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新ひだか 木田牧場 426－101：34．21� 3．0�
36 レ イ エ ン ダ 牡6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 494± 01：54．9大差 30．7�

（15頭）
816 ウインカーネリアン 牡4栗 55 三浦 皇成�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 212，769，600円 複勝： 298，694，400円 枠連： 105，168，900円
馬連： 588，462，000円 馬単： 213，365，500円 ワイド： 429，148，700円
3連複： 1，101，397，600円 3連単： 1，301，612，700円 計： 4，250，619，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 230円 � 250円 � 220円 枠 連（5－6） 1，590円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 3，860円

ワ イ ド �� 880円 �� 940円 �� 810円

3 連 複 ��� 5，210円 3 連 単 ��� 26，010円

票 数

単勝票数 差引計2127696（返還計 11487） 的中 � 268634（3番人気）
複勝票数 差引計2986944（返還計 14263） 的中 � 333044（4番人気）� 297420（5番人気）� 367149（3番人気）
枠連票数 差引計1051689（返還計 220） 的中 （5－6） 51092（8番人気）
馬連票数 差引計5884620（返還計 72101） 的中 �� 204975（8番人気）
馬単票数 差引計2133655（返還計 29862） 的中 �� 41382（15番人気）
ワイド票数 差引計4291487（返還計 54041） 的中 �� 125715（10番人気）�� 116126（12番人気）�� 136602（9番人気）
3連複票数 差引計11013976（返還計250840） 的中 ��� 158330（16番人気）
3連単票数 差引計13016127（返還計326973） 的中 ��� 36271（76番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．3―45．6―57．1―1：08．9―1：20．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テルツェット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2019．12．7 中山1着

2017．4．20生 牝4鹿 母 ラッドルチェンド 母母 ラヴズオンリーミー 6戦5勝 賞金 93，816，000円
〔出走取消〕 ウインカーネリアン号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ショウナンライズ号の騎手大野拓弥は，第7競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。
〔調教再審査〕 レイエンダ号は，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。
※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 ウインイクシード号・カイザーミノル号・スギノヴォルケーノ号・トライン号・ロフティフレーズ号

08036 4月3日 晴 良 （3中山3） 第3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）

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
1：08．5
1：08．5

重
重

59 ク ロ ッ チ �4黒鹿 57
54 ▲小林 脩斗 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 454＋ 41：11．7 17．8�

36 �� ベストマジック 牡5鹿 57 石橋 脩馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B514－ 41：11．8	 2．5�
612 トーアシオン �5栗 57 木幡 巧也高山ランド� 辻 哲英 豊浦トーア牧場 462－ 41：12．22	 11．3�
815 ポップアップスター �7青鹿57 伊藤 工真 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 518－ 81：12．51	 16．3�
35 � ヴァンデリオン 牡4栗 57 M．デムーロ村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 486＋ 2 〃 アタマ 4．1	
714 ベ ル ポ ー ト 牝5青鹿55 横山 和生大社 聡氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 462± 01：12．81
 230．7

12 ペイシャリルキス �5鹿 57 北村 宏司北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 484＋ 2 〃 クビ 7．1�
510� セイスケルツォ 牡4黒鹿57 丸田 恭介金田 成基氏 浅野洋一郎 浦河 大道牧場 524－101：12．9	 104．1�
713� グランミューク 牡5栗 57 伴 啓太庄司 修二氏 堀井 雅広 日高 新井 昭二 486－ 81：13．0	 224．8
11 � フライオールデイズ 牡6黒鹿57 菊沢 一樹岡田 壮史氏 清水 英克 様似 小田牧場 496－ 21：13．1クビ 16．3�
48 ヴィクトリオーソ 牡4鹿 57 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 日高 賀張中川牧場 498± 0 〃 アタマ 82．3�
47 アイアムスゴスギル 牡4栗 57 内田 博幸堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 486－141：13．31� 22．1�
24 ヴァルゴスピカ 牝4鹿 55 石川裕紀人岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 430＋ 21：13．4
 49．2�
816 ネバーランド 牡4鹿 57 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 428－ 61：13．6
 10．1�
23 シゲルミカヅキ 牡4鹿 57

54 ▲永野 猛蔵森中 蕃氏 石毛 善彦 浦河 中神牧場 452＋ 8 〃 クビ 90．0�
611�� パーセプトロン 牡4鹿 57 田中 勝春杉浦 和也氏 浅野洋一郎 愛 Miss Vivien

Cullen 500－161：17．1大差 190．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 90，658，100円 複勝： 124，360，800円 枠連： 49，783，100円
馬連： 193，639，100円 馬単： 76，142，200円 ワイド： 155，676，900円
3連複： 308，339，000円 3連単： 371，630，900円 計： 1，370，230，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 360円 � 140円 � 290円 枠 連（3－5） 1，520円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 9，170円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 2，250円 �� 600円

3 連 複 ��� 7，840円 3 連 単 ��� 63，480円

票 数

単勝票数 計 906581 的中 � 40666（8番人気）
複勝票数 計1243608 的中 � 73392（7番人気）� 295819（1番人気）� 98463（5番人気）
枠連票数 計 497831 的中 （3－5） 25379（6番人気）
馬連票数 計1936391 的中 �� 46507（11番人気）
馬単票数 計 761422 的中 �� 6222（32番人気）
ワイド票数 計1556769 的中 �� 36539（11番人気）�� 17015（26番人気）�� 70218（5番人気）
3連複票数 計3083390 的中 ��� 29461（24番人気）
3連単票数 計3716309 的中 ��� 4244（199番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．9―12．2―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．7―46．9―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク ロ ッ チ �
�
父 アーネストリー �

�
母父 スパイキュール デビュー 2020．1．6 中山7着

2017．3．14生 �4黒鹿 母 クロエチャン 母母 トレローニー 10戦2勝 賞金 17，100，000円
〔騎手変更〕 ヴァルゴスピカ号の騎手大野拓弥は，第7競走での落馬負傷のため石川裕紀人に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パーセプトロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月3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。
（非当選馬） 1頭 グラドゥアーレ号



（3中山3）第3日 4月3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 178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

232，430，000円
7，790，000円
25，520，000円
1，620，000円
26，750，000円
74，331，500円
5，150，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
788，336，800円
1，249，039，500円
329，897，700円
1，661，822，500円
696，233，100円
1，306，921，000円
2，717，884，900円
3，351，366，900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 12，101，502，400円

総入場人員 2，661名 （有料入場人員 2，451名）
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