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08037 4月4日 晴 良 （3中山3） 第4日 第1競走 1，200�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
1：08．5
1：08．5

重
重

510 クロノフルール 牝3芦 54 木幡 巧也�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 490± 01：13．1 9．6�
611 ペイシャケイティー 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 450＋ 2 〃 ハナ 2．7�
35 マイヨアポア 牝3鹿 54 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 458－ 2 〃 クビ 4．3�
59 フクノルッカ 牝3鹿 54 田辺 裕信福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 430－ 21：13．52� 3．5�
714 ティプシーワールド 牝3鹿 54 横山 武史吉田 和美氏 青木 孝文 平取 坂東牧場 436－ 21：13．92� 7．3	
612 カーラミーア 牝3黒鹿54 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 432－ 2 〃 クビ 16．6

24 フジグランツ 牝3鹿 54 柴田 善臣荒木 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 438＋ 21：14．0クビ 64．5�
36 ジョセイカツヤク 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 加野牧場 472－ 21：15．48 56．0�
47 アルマセクメト 牝3黒鹿54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 468 ― 〃 クビ 126．9
48 ボンバーガール 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新ひだか 前田ファーム 488－ 6 〃 同着 88．9�
11 ダイヤモンドカーク 牝3栗 54 武士沢友治飯田総一郎氏 南田美知雄 浦河 鵜木 唯義 430－ 41：15．6� 359．7�
815 アナタノトリコ 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大福田 光博氏 小西 一男 日高 鹿戸 和幸 428 ―1：15．92 234．1�
816 スズカラブローズ 牝3栗 54

51 ▲永野 猛蔵永井 啓弍氏 柄崎 孝 様似 中村 俊紀 414± 01：16．21� 175．3�
12 イデアクオーレ 牝3栗 54 菊沢 一樹益田 修一氏 勢司 和浩 浦河 丸村村下

ファーム 498－ 21：16．62 198．3�
23 エスティパヴォ 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹田畑 利彦氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 422 ―1：17．34 350．1�
713 サンマルアン 牝3栗 54 嶋田 純次相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 408－ 81：18．15 353．8�
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売 得 金
単勝： 37，732，200円 複勝： 61，384，700円 枠連： 13，532，600円
馬連： 73，413，200円 馬単： 34，772，000円 ワイド： 62，399，200円
3連複： 115，176，900円 3連単： 136，682，600円 計： 535，093，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 210円 � 140円 � 170円 枠 連（5－6） 330円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 480円 �� 710円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 23，000円

票 数

単勝票数 計 377322 的中 � 31277（5番人気）
複勝票数 計 613847 的中 � 64811（5番人気）� 138830（2番人気）� 88021（3番人気）
枠連票数 計 135326 的中 （5－6） 31439（1番人気）
馬連票数 計 734132 的中 �� 35689（7番人気）
馬単票数 計 347720 的中 �� 5618（19番人気）
ワイド票数 計 623992 的中 �� 33048（7番人気）�� 21228（9番人気）�� 42314（4番人気）
3連複票数 計1151769 的中 ��� 34831（9番人気）
3連単票数 計1366826 的中 ��� 4307（78番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―12．2―12．4―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．7―35．9―48．3―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロノフルール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ヴァーミリアン デビュー 2020．9．19 中山8着

2018．2．27生 牝3芦 母 オトメチャン 母母 キロロプラム 6戦1勝 賞金 6，640，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エスティパヴォ号・サンマルアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月

4日まで平地競走に出走できない。

08038 4月4日 晴 良 （3中山3） 第4日 第2競走 1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

69 ウインザナドゥ 牡3栗 56 横山 武史�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 458－ 21：55．1 2．3�
58 ロ ン コ ー ネ 牡3黒鹿56 津村 明秀ライオンレースホース� 岩戸 孝樹 浦河 浦河日成牧場 488± 01：55．31� 1．7�
813 ピースアンドリンゴ 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗薪浦 亨氏 和田 雄二 新ひだか 静内フアーム 464＋ 61：56．25 20．7�
712 エアセイラン 牡3黒鹿56 石橋 脩 �ラッキーフィールド田中 博康 様似 スイートフアーム 492 ―1：56．3アタマ 13．7�
11 セザンテイオー 牡3栗 56 武士沢友治瀬山 孝一氏 浅野洋一郎 新冠 山岡牧場 478－ 41：56．51� 64．3�
610 ラストチケット 牡3栗 56

53 ▲秋山 稔樹 �吉澤ホールディングス 小林 真也 浦河 カケハムポニークラブ 478－ 41：56．82 145．0	
57 ハンデンキング 牡3黒鹿56 岩部 純二坂田 行夫氏 南田美知雄 新ひだか 城地牧場 B506＋ 21：57．75 96．8

814 ハ シ ュ マ ル 牝3鹿 54 丹内 祐次田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 山田牧場 428－ 81：58．01� 192．7�
22 デルマゾウチョウ 牡3鹿 56 黛 弘人浅沼 廣幸氏 武井 亮 日高 ファニーヒルファーム 432＋ 41：58．74 332．6�
711 ブルヴェール 牡3黒鹿 56

54 △山田 敬士柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 466± 01：59．65 125．1
45 ビーナスオーキッド 牝3栗 54

51 ▲永野 猛蔵助川 啓一氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 456－ 62：00．98 38．1�
34 サキガケバイオ 牝3芦 54 木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 472－ 62：01．22 136．4�
33 ディープアゲイン 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人田村 彰夫氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 B506± 02：03．9大差 31．0�
46 レオラピッド 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行�レオ 奥平 雅士 浦河 中村 雅明 492－242：04．21� 197．1�
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売 得 金
単勝： 36，221，200円 複勝： 107，908，200円 枠連： 12，062，900円
馬連： 57，916，000円 馬単： 37，368，400円 ワイド： 48，449，300円
3連複： 99，512，500円 3連単： 178，982，800円 計： 578，421，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 100円 � 100円 � 160円 枠 連（5－6） 150円

馬 連 �� 160円 馬 単 �� 370円

ワ イ ド �� 120円 �� 320円 �� 280円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 1，250円

票 数

単勝票数 計 362212 的中 � 124032（2番人気）
複勝票数 計1079082 的中 � 214789（2番人気）� 715346（1番人気）� 36282（3番人気）
枠連票数 計 120629 的中 （5－6） 59724（1番人気）
馬連票数 計 579160 的中 �� 278841（1番人気）
馬単票数 計 373684 的中 �� 74824（2番人気）
ワイド票数 計 484493 的中 �� 159751（1番人気）�� 27787（3番人気）�� 32944（2番人気）
3連複票数 計 995125 的中 ��� 174822（1番人気）
3連単票数 計1789828 的中 ��� 103719（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．8―13．5―13．6―13．3―12．8―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―36．9―50．4―1：04．0―1：17．3―1：30．1―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F37．8
1
3
5，7，9（6，10）（4，8）－（2，11）3，13（1，12）＝14・（5，7，9）（8，12）10，13，1（6，11）（4，2）－（3，14）

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

勝馬の
紹 介

ウインザナドゥ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2020．7．12 福島9着

2018．4．23生 牡3栗 母 コスモアクセス 母母 コスモスカイライン 8戦1勝 賞金 14，400，000円
〔発走状況〕 ハシュマル号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔その他〕 サキガケバイオ号は，発走後まもなく他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビーナスオーキッド号・レオラピッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月

4日まで平地競走に出走できない。
ディープアゲイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3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４日



08039 4月4日 晴 良 （3中山3） 第4日 第3競走 1，200�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
1：08．5
1：08．5

重
重

12 アーバンヒーロー 牡3栗 56 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 石田牧場 504＋241：13．2 10．6�
714 ブレーヴトライ 牡3芦 56 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 464－ 41：13．73 2．3�
47 クリスタルスワン 牝3芦 54

51 ▲秋山 稔樹岡田 勇氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 494－ 21：13．8� 88．7�
11 ボ ル ゲ リ 牡3鹿 56 横山 和生チームユッキレーシング 大江原 哲 日高 広富牧場 494± 01：13．91 3．7�
612 ア イ コ ト バ 牝3黒鹿54 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 新ひだか 藤沢牧場 454－ 81：14．32 14．3�
23 モーニングアップ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 岡田スタツド 442－ 21：14．61� 81．3	
815 テイエムマルタン 牡3鹿 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 順一 480－ 2 〃 クビ 6．7

48 ヴィグラスレディー 牝3青鹿54 田中 勝春小林 博雄氏 古賀 史生 新ひだか タイヘイ牧場 448－121：14．81� 14．9�
24 キャラクターピース 牝3栗 54 武士沢友治�日東牧場 稲垣 幸雄 浦河 日東牧場 444± 01：15．22� 79．2
510 クリノグリゴロス 牡3栗 56

54 ◇藤田菜七子栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 486－ 41：15．3� 45．9�
36 プレカーリー 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 404＋ 2 〃 クビ 19．6�
816 タイセイフリート �3鹿 56

55 ☆菅原 明良田中 成奉氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム B472 ―1：15．61� 78．7�
611 リュウノマーチャン 牡3黒鹿56 柴田 善臣蓑島 竜一氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 460－14 〃 クビ 84．3�
713 ハッピーミラクル 牝3黒鹿54 嶋田 純次馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B476－ 61：15．92 140．4�
59 ラフカットジュエル 牝3鹿 54 菊沢 一樹西森 功氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 420＋ 61：16．0クビ 33．6�
35 シャイニークロレ 牝3鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 真歌田中牧場 B476－121：19．8大差 462．9�
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売 得 金
単勝： 44，676，500円 複勝： 65，586，400円 枠連： 17，428，000円
馬連： 79，594，800円 馬単： 36，829，300円 ワイド： 68，655，600円
3連複： 130，655，100円 3連単： 145，065，600円 計： 588，491，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 270円 � 130円 � 1，830円 枠 連（1－7） 350円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 720円 �� 15，460円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 42，660円 3 連 単 ��� 207，030円

票 数

単勝票数 計 446765 的中 � 33585（4番人気）
複勝票数 計 655864 的中 � 55674（4番人気）� 188600（1番人気）� 6169（15番人気）
枠連票数 計 174280 的中 （1－7） 37613（1番人気）
馬連票数 計 795948 的中 �� 43112（3番人気）
馬単票数 計 368293 的中 �� 8114（12番人気）
ワイド票数 計 686556 的中 �� 25891（5番人気）�� 1098（72番人気）�� 5635（29番人気）
3連複票数 計1306551 的中 ��� 2297（92番人気）
3連単票数 計1450656 的中 ��� 508（470番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．0―12．4―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．6―48．0―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーバンヒーロー �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2020．6．27 函館6着

2018．2．21生 牡3栗 母 イシノエストック 母母 イクスプロアー 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャイニークロレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラピラータ号
（非抽選馬） 2頭 サンミラー号・ビップコルベット号

08040 4月4日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （3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

811 ブラゾンダムール 牡6黒鹿60 西谷 誠�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 488＋ 83：14．6 18．5�
68 タイセイソニック 牡6黒鹿60 蓑島 靖典田中 成奉氏 高橋 裕 新ひだか 萩澤 國男 474－ 23：14．81� 2．7�
67 アポロアベリア 牡4栗 59 五十嵐雄祐アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 三輪 幸子 542－ 63：15．43� 5．6�
11 タガノジェロディ 牡5栗 60 中村 将之八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 484＋ 23：16．35 3．1�
56 イーグルフェザー �8鹿 60 小野寺祐太 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 478－ 43：16．72� 6．6	
79 シ ン ラ イ 牡5芦 60 草野 太郎丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 476＋ 63：19．3大差 32．9

812 ピュアヒカリ �5鹿 60 上野 翔鶴見 芳子氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 452＋ 6 〃 クビ 12．9�
55 キミノミラクル 牝4栃栗57 大江原 圭平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 496± 03：20．47 188．1�
33 ダ ウ ラ ギ リ 牡4芦 59 高野 和馬 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 506－143：23．7大差 68．2
22 ゴッドスター 牡4栗 59 石神 深一�ノースヒルズ 池上 昌和 新冠 平山牧場 528＋243：25．8大差 30．8�
44 フジマサアクトレス 牝8鹿 58 伴 啓太藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 460－ 43：31．7大差 173．4�
710 セ ー リ ン グ 牡4鹿 59 伊藤 工真栗坂 崇氏 和田 雄二 新冠 ベルモント

ファーム 448± 0 （競走中止） 58．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 29，543，700円 複勝： 30，054，900円 枠連： 12，204，100円
馬連： 48，372，300円 馬単： 25，155，000円 ワイド： 34，535，300円
3連複： 79，999，900円 3連単： 104，264，800円 計： 364，130，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 370円 � 140円 � 170円 枠 連（6－8） 670円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 7，630円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，690円 �� 360円

3 連 複 ��� 4，530円 3 連 単 ��� 37，250円

票 数

単勝票数 計 295437 的中 � 12739（6番人気）
複勝票数 計 300549 的中 � 15186（6番人気）� 69072（1番人気）� 47209（3番人気）
枠連票数 計 122041 的中 （6－8） 13946（3番人気）
馬連票数 計 483723 的中 �� 12801（9番人気）
馬単票数 計 251550 的中 �� 2470（26番人気）
ワイド票数 計 345353 的中 �� 8595（10番人気）�� 4861（19番人気）�� 27384（2番人気）
3連複票数 計 799999 的中 ��� 13227（14番人気）
3連単票数 計1042648 的中 ��� 2029（116番人気）
上り 1マイル 1：49．4 4F 52．9－3F 39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→	」
1
�
12－8，11，1－7－（10，5）－6－9＝3，4＝2・（12，8）11（7，1，6）－10－5，9＝3＝4＝2

�
�

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

ブラゾンダムール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2017．10．8 東京1着

2015．2．7生 牡6黒鹿 母 メダリアダムール 母母 Izara 障害：2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 セーリング号は，2周目5号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 シンライ号の騎手草野太郎は，1周目3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4・6番）

ブラゾンダムール号の騎手西谷誠は，2周目5号障害を外側に斜飛したことについて令和3年4月17日から令和3年4月
25日まで騎乗停止。（被害馬：12番）



08041 4月4日 曇 良 （3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

713 ジ ル ブ ラ ス 牡3栗 56 丸田 恭介�G1レーシング 栗田 徹 千歳 社台ファーム 494± 02：15．0 3．7�
816 マジックビーム 牡3黒鹿56 田中 勝春鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 松田牧場 472＋102：15．42� 13．7�
612 チャックネイト 牡3鹿 56 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 474－ 82：15．61� 3．0�
714 ベルウッドエオ 牡3鹿 56 吉田 豊鈴木 照雄氏 高橋 文雅 浦河 桑田牧場 468± 02：15．81 20．4�
715 プレニチュード 牝3栗 54 武藤 雅堂守 貴志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 446－ 2 〃 クビ 114．0�
817 レキオノユメ 牡3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良多田 賢司氏 中川 公成 日高 出口牧場 480＋ 2 〃 アタマ 20．7	
48 レ ナ ト ゥ ス 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 尾関 知人 新冠 小泉 学 452＋ 82：15．9� 18．2

24 アンドルディース 牝3芦 54 横山 武史 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 466± 02：16．0� 4．0�
36 ブライテストダーク 牡3栗 56 江田 照男小田 吉男氏 岩戸 孝樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446± 02：16．1� 61．3
12 リオンドール 牡3黒鹿56 横山 和生 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 518－142：16．31� 110．7�
23 � レイトンヒル 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁ゴドルフィン 加藤 征弘 愛 Corrin Stud &
Upper Farm Stud 502＋ 2 〃 アタマ 11．7�

47 ムーンライトベガ 牝3青鹿 54
51 ▲秋山 稔樹山科 統氏 大竹 正博 浦河 杵臼牧場 424－ 2 〃 ハナ 202．9�

611 シルバーファーン 牡3芦 56
53 ▲永野 猛蔵 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 42：16．72� 297．8�
510 ハ ナ ノ ミ チ 牝3鹿 54 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 むかわ 新井牧場 444± 02：17．12� 140．2�
35 ショウナンラッキー 牡3鹿 56 石川裕紀人国本 哲秀氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 42：17．31� 103．8�
59 ヤマタケヴォランテ 牝3栗 54 津村 明秀山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか チャンピオンズファーム 418－122：17．51� 44．0�
11 � コスモアピール 牡3鹿 53 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新 B H King 478＋ 82：17．6� 76．9�
818 ヴィータハイジア 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大 Him Rock Racing
ホールディングス� 斎藤 誠 日高 北田 剛 392－ 42：18．77 453．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，237，000円 複勝： 75，741，100円 枠連： 18，827，400円
馬連： 84，615，100円 馬単： 36，339，100円 ワイド： 75，232，500円
3連複： 140，807，700円 3連単： 146，376，500円 計： 624，176，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 280円 � 130円 枠 連（7－8） 1，120円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 710円 �� 250円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 14，210円

票 数

単勝票数 計 462370 的中 � 98528（2番人気）
複勝票数 計 757411 的中 � 153907（2番人気）� 48625（5番人気）� 177006（1番人気）
枠連票数 計 188274 的中 （7－8） 12942（4番人気）
馬連票数 計 846151 的中 �� 29471（6番人気）
馬単票数 計 363391 的中 �� 8237（8番人気）
ワイド票数 計 752325 的中 �� 25004（5番人気）�� 88465（1番人気）�� 22877（8番人気）
3連複票数 計1408077 的中 ��� 49001（3番人気）
3連単票数 計1463765 的中 ��� 7466（32番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．0―13．0―13．3―12．9―12．8―12．8―12．0―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．1―35．1―48．1―1：01．4―1：14．3―1：27．1―1：39．9―1：51．9―2：03．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．1
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ジ ル ブ ラ ス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．12．13 中山4着

2018．5．8生 牡3栗 母 ジェルミナル 母母 オンブルリジェール 4戦1勝 賞金 8，800，000円
※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 マイネルスキーブ号

08042 4月4日 曇 良 （3中山3） 第4日 第6競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走12時40分 （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

12 ロードエクレール 牡3鹿 56 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 浦河 大柳ファーム 472＋ 21：54．2 23．2�
612 タイキフォース 牡3栗 56 浜中 俊�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 470－ 21：54．51� 4．4�
24 ダノンブレット 牡3栗 56 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 504＋ 21：54．71� 3．4�
714 キープイットシンポ 牝3黒鹿54 柴田 善臣西森 功氏 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 462＋101：54．81 11．1�
510 ペイシャジュン 牡3栗 56 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 様似 富田 恭司 474－ 41：54．9� 4．7	
816 プライムデイ 牡3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 494± 01：55．0� 22．4

48 ハイエストピーク 牡3鹿 56 田辺 裕信村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 480＋ 4 〃 ハナ 31．9�
23 � ブラックロータス 牡3鹿 56 北村 宏司�レッドマジック金成 貴史 米 Merriebelle

Stable, LLC 546－10 〃 アタマ 16．7�
611 デリシュレーヌ 牝3青鹿54 野中悠太郎加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 470－ 81：55．42 81．6
713 フローズンカクテル 牝3栗 54 吉田 豊吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 442－ 41：55．51 85．2�
36 フ ミ チ ャ ン 牝3芦 54 江田 照男林 文彦氏 鹿戸 雄一 洞	湖 レイクヴィラファーム 474－ 21：55．71� 45．7�
11 ホワイトクロウ 牡3芦 56 横山 武史 �キャロットファーム 矢野 英一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B470± 01：55．8クビ 37．3�
47 セイハロートゥユー 牡3黒鹿56 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B492－ 41：56．01� 12．6�
35 シンヨモギネス 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476＋ 2 〃 クビ 13．0�
59 トーセンダニエル 牡3鹿 56 丹内 祐次島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 542－101：58．3大差 38．6�
（15頭）

815 インパルスベルン 牡3鹿 56
53 ▲秋山 稔樹四本 昭弘氏 加藤士津八 新ひだか 静内白井牧場 498＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 55，928，400円 複勝： 92，490，800円 枠連： 18，596，900円
馬連： 98，632，900円 馬単： 36，023，600円 ワイド： 88，786，500円
3連複： 145，413，700円 3連単： 142，854，700円 計： 678，727，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，320円 複 勝 � 560円 � 180円 � 150円 枠 連（1－6） 3，490円

馬 連 �� 8，110円 馬 単 �� 17，450円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 1，970円 �� 360円

3 連 複 ��� 8，010円 3 連 単 ��� 72，780円

票 数

単勝票数 差引計 559284（返還計 16968） 的中 � 19209（9番人気）
複勝票数 差引計 924908（返還計 26106） 的中 � 29870（9番人気）� 145496（2番人気）� 201139（1番人気）
枠連票数 差引計 185969（返還計 853） 的中 （1－6） 4119（17番人気）
馬連票数 差引計 986329（返還計 65367） 的中 �� 9416（29番人気）
馬単票数 差引計 360236（返還計 24120） 的中 �� 1548（63番人気）
ワイド票数 差引計 887865（返還計 60092） 的中 �� 8510（31番人気）�� 10865（21番人気）�� 70602（1番人気）
3連複票数 差引計1454137（返還計171173） 的中 ��� 13601（21番人気）
3連単票数 差引計1428547（返還計160770） 的中 ��� 1423（220番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―12．5―13．2―12．9―13．1―12．9―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―36．0―49．2―1：02．1―1：15．2―1：28．1―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．0
1
3
2，16（1，10，12）－（4，13）－3，6（5，7）－9，8，14，11
2，16（1，12）（10，3）（4，13，7，9，14）6（5，8，11）

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

勝馬の
紹 介

ロードエクレール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Mineshaft デビュー 2020．8．29 新潟5着

2018．4．21生 牡3鹿 母 タ ッ チ ア ス 母母 Satin Sunrise 6戦2勝 賞金 13，100，000円
〔競走除外〕 インパルスベルン号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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） 3頭 セイウンロミオ号・トーセンインディゴ号・マイグレーション号



08043 4月4日 曇 良 （3中山3） 第4日 第7競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時10分 （芝・右・外）

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
1：30．3
1：30．3

良
良

816 シャワークライム 牝5黒鹿55 横山 和生吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 454± 01：35．7 24．3�
611 スパークオブライフ 牝5黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 414＋ 61：35．8クビ 40．9�
612 カフェサンドリヨン 牝4芦 55 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 500＋ 8 〃 クビ 4．1�
713 タイキスウォード 牡4栗 57 M．デムーロ�大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 464± 01：36．01� 6．4�
510� アルファウェーブ �4栗 57 杉原 誠人吉田 勝己氏 藤沢 和雄 愛 Athassel House

Stud Ltd B532± 0 〃 クビ 5．5�
36 	 ヴィクトワールメイ 牝5黒鹿55 丸田 恭介山口謙太郎氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 442＋ 81：36．1クビ 22．6	
11 ジュエルタワー 牝4黒鹿55 木幡 巧也 �社台レースホース尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋261：36．2
 28．2

35 シ ベ ー ル 牝4鹿 55 横山 典弘 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 452－ 21：36．41� 12．0�
12 ミヤビマドンナ 牝4鹿 55 吉田 豊村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 446－30 〃 クビ 6．4
24 レインカルナティオ 牡4鹿 57 横山 武史 �サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 494－12 〃 ハナ 9．9�
23 	 コパノアダムス 牡5鹿 57 武藤 雅小林 照弘氏 武藤 善則 新ひだか 伊藤 敏明 500＋ 61：36．5
 156．5�
714 ガ ト ン �5芦 57

54 ▲横山 琉人畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 522＋ 41：36．6
 23．8�
47 バルトフォンテン 牡6栗 57 柴田 大知吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 522＋ 41：37．23
 113．5�
59 	 リワードアルフィン 牝4芦 55

52 ▲永野 猛蔵宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード 456－191：37．3クビ 298．3�

48 レッドアダン 牡4鹿 57 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 アタマ 7．8�
815	 ガビーズドリーム �5鹿 57 黛 弘人長島 和彦氏 中野 栄治 新ひだか 前田牧場 482＋ 21：37．4
 280．0�
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売 得 金
単勝： 47，545，600円 複勝： 88，417，500円 枠連： 17，860，500円
馬連： 103，983，200円 馬単： 39，141，300円 ワイド： 84，036，000円
3連複： 151，688，100円 3連単： 156，198，300円 計： 688，870，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，430円 複 勝 � 780円 � 980円 � 210円 枠 連（6－8） 4，220円

馬 連 �� 32，520円 馬 単 �� 69，230円

ワ イ ド �� 8，380円 �� 1，520円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 40，790円 3 連 単 ��� 365，300円

票 数

単勝票数 計 475456 的中 � 15606（10番人気）
複勝票数 計 884175 的中 � 26214（11番人気）� 20497（12番人気）� 142445（1番人気）
枠連票数 計 178605 的中 （6－8） 3279（22番人気）
馬連票数 計1039832 的中 �� 2478（62番人気）
馬単票数 計 391413 的中 �� 424（127番人気）
ワイド票数 計 840360 的中 �� 2534（63番人気）�� 14508（21番人気）�� 8413（34番人気）
3連複票数 計1516881 的中 ��� 2789（138番人気）
3連単票数 計1561983 的中 ��� 310（965番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．8―37．0―49．3―1：01．4―1：13．0―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

シャワークライム �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．12．8 中山2着

2016．5．8生 牝5黒鹿 母 ミスティックリバー 母母 ホワイトウォーターアフェア 17戦2勝 賞金 20，010，000円
※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 グラスディアブロ号・スプリッツァー号・ドラウプニル号
（非抽選馬） 2頭 グランエクセレント号・チアチアクラシカ号

08044 4月4日 曇 良 （3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）

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

68 アベックフォルス 牡4鹿 57
54 ▲秋山 稔樹田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 486－ 21：55．6 5．3�

69 アミュリオン 牡5栗 57 丹内 祐次 �吉澤ホールディングス 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 468－ 6 〃 クビ 15．6�
45 ジンフラッシュ 牡4青鹿57 武士沢友治長谷川清英氏 小野 次郎 浦河 上山牧場 492＋ 21：55．81� 10．4�
710 ビバヴィットーリオ 牡4鹿 57 浜中 俊平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 522± 01：55．9クビ 3．0�
56 ジューンバラード 牝5青鹿55 菊沢 一樹吉川 潤氏 鈴木慎太郎 平取 稲原牧場 436＋ 21：56．22 82．3�
11 ワタシヲマッテル 牝6栗 55

52 ▲永野 猛蔵小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 468－ 21：56．62� 72．9	
711 ギ ベ ル テ ィ 牡4黒鹿57 吉田 豊ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 530＋101：56．7� 4．0

57 ヤンチャプリヒメ 牝5鹿 55 武藤 雅田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 434± 01：56．8アタマ 16．0�
22 � サイモンベラーノ 牝4栗 55

53 ◇藤田菜七子澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 464＋ 21：57．12 55．3�
44 ヒ ロ キ ン グ 牡4鹿 57 横山 武史澤田 孝之氏 黒岩 陽一 新冠 武田 修一 500＋221：57．41� 6．7
813� ユーアーマイソウル 牡4鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 502－ 61：57．72 215．9�
812� ブラックエクシード 牡5黒鹿57 丸山 元気菅原 広隆氏 南田美知雄 新ひだか 下屋敷牧場 486－ 71：59．08 91．6�
33 ロッソモラーレ 牡4芦 57 横山 和生 �コスモヴューファーム 清水 英克 日高 槇本牧場 B460＋101：59．31� 17．7�
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売 得 金
単勝： 44，431，500円 複勝： 64，798，200円 枠連： 20，293，300円
馬連： 86，969，400円 馬単： 35，546，300円 ワイド： 67，175，900円
3連複： 126，085，800円 3連単： 150，722，600円 計： 596，023，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 320円 � 240円 枠 連（6－6） 3，350円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 920円 �� 830円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 6，500円 3 連 単 ��� 30，440円

票 数

単勝票数 計 444315 的中 � 65931（3番人気）
複勝票数 計 647982 的中 � 92978（3番人気）� 48199（6番人気）� 72028（5番人気）
枠連票数 計 202933 的中 （6－6） 4685（10番人気）
馬連票数 計 869694 的中 �� 26168（11番人気）
馬単票数 計 355463 的中 �� 5756（17番人気）
ワイド票数 計 671759 的中 �� 18827（13番人気）�� 21159（11番人気）�� 14143（18番人気）
3連複票数 計1260858 的中 ��� 14540（24番人気）
3連単票数 計1507226 的中 ��� 3589（118番人気）

ハロンタイム 12．5―12．7―13．6―14．1―12．3―12．6―12．5―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―25．2―38．8―52．9―1：05．2―1：17．8―1：30．3―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．8
1
3

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

アベックフォルス �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．6．15 東京6着

2017．3．9生 牡4鹿 母 ラフォルトゥナ 母母 ミスティーグリーン 20戦2勝 賞金 25，020，000円



08045 4月4日 曇 良 （3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；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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

44 アオイショー 牡3鹿 56 石橋 脩新谷 幸義氏 中舘 英二 浦河 中村 雅明 470＋ 62：14．8 2．6�
78 シャイニングライト 牡3鹿 56 横山 典弘井山 登氏 武井 亮 日高 日高大洋牧場 484－ 22：15．11� 14．4�
55 テ ン バ ガ ー 牡3鹿 56 M．デムーロ�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 508－ 42：15．2� 2．2�
22 ゲンパチリベロ 牡3芦 56 津村 明秀平野 武志氏 堀井 雅広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 474＋ 42：15．3� 7．2�
810 ナックイルシーブ 牡3芦 56 菅原 明良小松 欣也氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 42：15．4� 17．9�
11 ミエノムガール 牡3黒鹿56 田辺 裕信里見美惠子氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 504－ 4 〃 クビ 11．2	
77 サクセスエース 牡3栗 56 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 484－ 62：16．14 33．7

89 ワカミヤクオーレ 牡3鹿 56 石川裕紀人芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 新冠 スカイビーチステーブル 496± 02：16．2� 58．3�
33 ニシノオイカゼ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 武市 康男 浦河 日進牧場 476－ 62：16．84 69．5�
66 トミケンベレムド 牡3栗 56 野中悠太郎蓑島 竜一氏 小西 一男 新ひだか 川端 英幸 534＋ 62：17．65 91．3
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売 得 金
単勝： 65，668，900円 複勝： 82，666，400円 枠連： 19，212，700円
馬連： 119，039，200円 馬単： 61，846，000円 ワイド： 77，743，900円
3連複： 166，569，900円 3連単： 303，582，700円 計： 896，329，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 190円 � 110円 枠 連（4－7） 1，270円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 420円 �� 150円 �� 320円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 5，200円

票 数

単勝票数 計 656689 的中 � 196958（2番人気）
複勝票数 計 826664 的中 � 215341（2番人気）� 66277（4番人気）� 260019（1番人気）
枠連票数 計 192127 的中 （4－7） 11700（5番人気）
馬連票数 計1190392 的中 �� 61652（6番人気）
馬単票数 計 618460 的中 �� 22598（8番人気）
ワイド票数 計 777439 的中 �� 39042（6番人気）�� 163125（1番人気）�� 54343（4番人気）
3連複票数 計1665699 的中 ��� 179068（2番人気）
3連単票数 計3035827 的中 ��� 42293（16番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．0―12．8―12．9―13．0―12．9―12．3―12．1―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．6―35．6―48．4―1：01．3―1：14．3―1：27．2―1：39．5―1：51．6―2：03．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アオイショー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．12．6 中山1着

2018．5．29生 牡3鹿 母 スイチョウカ 母母 メ イ カ 3戦2勝 賞金 17，324，000円
〔発走状況〕 トミケンベレムド号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。

ニシノオイカゼ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 テンバガー号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）
〔調教再審査〕 ニシノオイカゼ号・トミケンベレムド号は，発走調教再審査。

08046 4月4日 曇 良 （3中山3） 第4日 第10競走 ��
��1，600�

りょうごく

両 国 特 別
発走14時50分 （芝・右・外）
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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

46 シ ャ チ 牡4鹿 57 原 優介中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 470－ 41：35．9 28．2�
713 ドゥラモット 牝4黒鹿55 丸田 恭介合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472－ 61：36．0� 11．3�
47 アオイクレアトール 牡4芦 57 田辺 裕信新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 アタマ 1．6�
58 エバーミランダ 牝6鹿 55 横山 和生宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 432－ 21：36．1	 21．6�
815 テンワールドレイナ 牝6栗 55 M．デムーロ天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 478－ 61：36．2クビ 16．9�
712
 ランドルーラー 牡5鹿 57 横山 武史ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 506－ 41：36．3	 22．8�
22 ヘイワノツカイ 牡5栗 57 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 462＋ 2 〃 ハナ 18．0	
610 レディードリー 牝5青鹿55 木幡 巧也小林 博雄氏 深山 雅史 新冠 秋田牧場 444－ 8 〃 ハナ 160．6

611 エメラルスター 牡7黒鹿57 津村 明秀高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 472＋ 81：36．4� 72．5�
59 プ リ マ ジ ア 牡4鹿 57 菅原 明良藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 456－ 41：36．5	 75．6�
34 ヤマニンプレシオサ 牝4黒鹿55 江田 照男土井 肇氏 辻 哲英 浦河 廣田 光夫 462＋ 6 〃 ハナ 61．2
11 オータムレッド 牝4栗 55 石川裕紀人青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 444± 01：36．61 7．1�
35 � ルフィアンキック 牡5鹿 57 吉田 豊 KICレーシング 小島 茂之 新冠 新冠伊藤牧場 466－101：36．7クビ 56．4�
23 ソ ス ピ タ 牝4芦 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 438－ 4 〃 クビ 26．0�
814 コスモヨハネ 牡9栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 494－ 61：37．01� 17．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 63，504，200円 複勝： 116，961，000円 枠連： 34，810，400円
馬連： 162，331，600円 馬単： 82，211，700円 ワイド： 120，839，000円
3連複： 262，232，500円 3連単： 356，594，200円 計： 1，199，484，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，820円 複 勝 � 440円 � 280円 � 110円 枠 連（4－7） 630円

馬 連 �� 15，040円 馬 単 �� 40，800円

ワ イ ド �� 3，300円 �� 750円 �� 430円

3 連 複 ��� 5，760円 3 連 単 ��� 90，900円

票 数

単勝票数 計 635042 的中 � 18003（10番人気）
複勝票数 計1169610 的中 � 37260（9番人気）� 66307（3番人気）� 550809（1番人気）
枠連票数 計 348104 的中 （4－7） 42199（2番人気）
馬連票数 計1623316 的中 �� 8364（33番人気）
馬単票数 計 822117 的中 �� 1511（79番人気）
ワイド票数 計1208390 的中 �� 8651（36番人気）�� 41269（7番人気）�� 77183（2番人気）
3連複票数 計2622325 的中 ��� 34118（18番人気）
3連単票数 計3565942 的中 ��� 2844（263番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．3―12．2―12．1―11．6―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．5―36．8―49．0―1：01．1―1：12．7―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．8

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

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4鹿 母 ソ ウ タ ツ 母母 ミラーズドウター 28戦3勝 賞金 37，529，000円
〔制裁〕 シャチ号の騎手原優介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

２レース目



08047 4月4日 曇 良 （3中山3） 第4日 第11競走 ��
��2，000�

み ほ

美浦ステークス
発走15時30分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

美浦村長賞（1着）
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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

712 サトノエルドール 牡5鹿 57 横山 和生 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム B478± 02：00．7 11．8�
813 ルビーカサブランカ 牝4栗 55 横山 武史金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458± 02：00．8クビ 4．4�
33 � ダブルシャープ 牡6鹿 57 浜中 俊天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 486－ 2 〃 アタマ 5．2�
46 アンティシペイト 牡4鹿 57 田辺 裕信�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 496－122：00．9	 2．7�
57 トラストケンシン 牡6鹿 57 吉田 豊菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 458－ 8 〃 	 42．6�
22 ナイトバナレット 牡7芦 57 勝浦 正樹 	シルクレーシング 田中 克典 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 02：01．0	 75．6

11 ヒシヴィクトリー 牡6黒鹿57 木幡 巧也阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 490－ 62：01．21
 14．3�
34 ハーメティキスト 牡5鹿 57 北村 宏司 	キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464＋ 4 〃 ハナ 7．2�
45 ル ヴ ォ ル グ 牡5黒鹿57 杉原 誠人�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 540＋182：01．3	 16．0
610� バ リ ン グ ラ �7鹿 57 石橋 脩 	キャロットファーム 堀 宣行 愛 Barron-

stown Stud B560＋ 62：01．4クビ 22．5�
58 ウィナーポイント 牝6黒鹿55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 428－ 42：01．61
 99．9�
711 バレーノロッソ 牡6栗 57 菅原 明良 	社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 506＋ 62：01．81 73．5�
69 エターナルヴィテス 牡5鹿 57 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 474－102：01．91 81．6�
814� シビックヴァーゴ 牡5鹿 57 宮崎 北斗國枝久美子氏 伊坂 重信 浦河 大北牧場 466－ 22：02．32	 207．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 94，405，300円 複勝： 117，209，200円 枠連： 57，428，300円
馬連： 323，098，300円 馬単： 121，635，000円 ワイド： 175，224，100円
3連複： 478，541，400円 3連単： 655，404，600円 計： 2，022，946，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 280円 � 180円 � 190円 枠 連（7－8） 1，960円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 6，290円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，090円 �� 500円

3 連 複 ��� 4，730円 3 連 単 ��� 33，180円

票 数

単勝票数 計 944053 的中 � 63708（5番人気）
複勝票数 計1172092 的中 � 91826（6番人気）� 188676（2番人気）� 172595（3番人気）
枠連票数 計 574283 的中 （7－8） 22594（9番人気）
馬連票数 計3230983 的中 �� 91386（10番人気）
馬単票数 計1216350 的中 �� 14495（23番人気）
ワイド票数 計1752241 的中 �� 51580（9番人気）�� 39946（13番人気）�� 94412（4番人気）
3連複票数 計4785414 的中 ��� 75778（16番人気）
3連単票数 計6554046 的中 ��� 14318（108番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．4―12．2―12．6―12．4―12．1―11．5―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．8―36．2―48．4―1：01．0―1：13．4―1：25．5―1：37．0―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．2
1
3
8－11，14（6，12）（4，13）1（5，2，3，10）（7，9）
8－（11，14，12）（4，6，3）（5，1，13）2（7，10）9

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

勝馬の
紹 介

サトノエルドール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fasliyev デビュー 2018．8．25 新潟3着

2016．4．21生 牡5鹿 母 ミゼリコルデ 母母 Match Point 18戦4勝 賞金 79，853，000円

08048 4月4日 曇 良 （3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 （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

713 カフェスペランツァ 牡4鹿 57 田辺 裕信西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 512－ 21：52．8 2．9�
58 ペルセウスシチー 牡4黒鹿57 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 B470± 01：53．01� 5．5�
814 アルーフクライ �7鹿 57 浜中 俊 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 484－ 4 〃 クビ 4．6�
611 レオアルティメット 牡6栗 57 木幡 巧也�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 B540± 01：53．31� 17．5�
815 グリニッジシチー �5栗 57 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新冠 カミイスタット 464＋ 6 〃 クビ 26．8	
23 	 ヴ ィ ー ダ �6栗 57 勝浦 正樹 �スマイルファーム 堀井 雅広 日高 スマイルファーム 440＋ 21：53．4� 43．0

35 ダイワドノヴァン �7黒鹿57 野中悠太郎大城 正一氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 526－ 41：53．5� 68．4�
47 モリノカワセミ 牝5鹿 55

52 ▲横山 琉人森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 458－ 41：54．03 23．3�
59 ヴォートルエロー 牡4鹿 57 江田 照男�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 484－ 61：54．1� 8．0
11 ストラテジーマップ 牡4鹿 57 横山 典弘 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 488－ 41：54．2クビ 5．5�
712 キャベンディッシュ 牡6栗 57

55 △山田 敬士本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 B512－ 4 〃 ハナ 108．2�
46 アルマスティング �5栗 57

54 ▲永野 猛蔵コウトミックレーシング 矢野 英一 浦河 小島牧場 B494－161：54．3� 70．9�
22 	 デ ス ト ロ イ 牡7栗 57 丹内 祐次諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B516－ 41：54．41 278．1�
610 スズノアリュール 牡6鹿 57 武士沢友治新木 鈴子氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム B486－ 61：55．03� 223．4�
34 グ ラ ス レ オ 牡6黒鹿 57

56 ☆菅原 明良半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 506－ 21：55．53 146．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 105，175，000円 複勝： 135，494，500円 枠連： 43，975，200円
馬連： 232，978，600円 馬単： 89，023，200円 ワイド： 162，895，400円
3連複： 358，233，000円 3連単： 459，250，200円 計： 1，587，025，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 170円 � 140円 枠 連（5－7） 560円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 370円 �� 240円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 5，770円

票 数

単勝票数 計1051750 的中 � 281051（1番人気）
複勝票数 計1354945 的中 � 320026（1番人気）� 176558（3番人気）� 244590（2番人気）
枠連票数 計 439752 的中 （5－7） 60807（2番人気）
馬連票数 計2329786 的中 �� 198147（2番人気）
馬単票数 計 890232 的中 �� 40835（3番人気）
ワイド票数 計1628954 的中 �� 109287（2番人気）�� 196712（1番人気）�� 84511（5番人気）
3連複票数 計3582330 的中 ��� 207731（2番人気）
3連単票数 計4592502 的中 ��� 57628（5番人気）

ハロンタイム 12．3―11．9―12．6―12．8―12．6―12．7―12．4―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．2―36．8―49．6―1：02．2―1：14．9―1：27．3―1：39．6

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

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

勝馬の
紹 介

カフェスペランツァ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Bandini デビュー 2020．1．18 中山5着

2017．2．27生 牡4鹿 母 カフェヒミコ 母母 Yamato Damashii 9戦3勝 賞金 35，300，000円

４レース目



（3中山3）第4日 4月4日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

199，690，000円
5，620，000円
21，660，000円
1，210，000円
22，110，000円
72，817，000円
5，406，500円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
671，069，500円
1，038，712，900円
286，232，300円
1，470，944，600円
635，890，900円
1，065，972，700円
2，254，916，500円
2，935，979，600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 10，359，719，000円

総入場人員 2，679名 （有料入場人員 2，418名）
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