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08025 4月2日 晴 重 （4中山3） 第3日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

36 ニシノスピカ 牝3芦 54 津村 明秀西山 茂行氏 鈴木 伸尋 浦河 ガーベラパー
クスタツド 474± 01：54．4 20．5�

713 ファイアリースカイ 牝3青鹿54 田辺 裕信ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454± 01：54．5� 4．6�

815 バ イ ロ イ ト 牝3鹿 54 江田 照男ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486－ 61：54．71� 27．0�

12 アーレンダール 牝3栗 54 野中悠太郎 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 488－ 61：54．8クビ 1．9�
24 キタノキャスター 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 カミイスタット 470± 01：55．01� 12．0�
714 キタノズーナクア 牝3鹿 54 大野 拓弥北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 土田ファーム 460＋ 81：55．21� 19．5	
23 フレンチギフト 牝3栗 54 菅原 明良多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 広田牧場 460 ―1：55．94 16．2

59 ネ ネ 牝3栗 54

52 △永野 猛蔵高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 440＋ 41：56．85 5．9�
510 ハートディザイア 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 390＋ 21：57．22 164．6�
611 ドリーマーイモン 牝3鹿 54 柴田 大知井門 敏雄氏 松山 将樹 新ひだか 前田ファーム 432－ 61：57．3� 299．5
11 ミッドナイトブルー 牝3芦 54 木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 スカイビーチステーブル 420－ 61：57．41 322．2�
35 キタノステート 牝3青 54 丸田 恭介北所 直人氏 石栗 龍彦 新冠 プログレスファーム 406± 01：57．93 172．5�
47 ロジマスタング 牝3芦 54 内田 博幸久米田正明氏 大竹 正博 新冠 アラキフアーム 458＋ 61：58．53� 35．6�
612 プリンセスロージー 牝3鹿 54 原田 和真内藤 好江氏 小桧山 悟 日高 中館牧場 504 ―1：58．81� 72．8�
816 ココリヴィクトリア 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 平野牧場 498－ 81：59．01� 118．0�
48 エリーリング 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介谷川 正純氏 武市 康男 日高 高柳 隆男 478＋ 61：59．1クビ 394．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，970，500円 複勝： 60，243，900円 枠連： 15，236，700円
馬連： 72，075，300円 馬単： 34，739，800円 ワイド： 68，240，900円
3連複： 116，204，600円 3連単： 126，058，100円 計： 534，769，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 580円 � 170円 � 850円 枠 連（3－7） 4，080円

馬 連 �� 5，800円 馬 単 �� 12，670円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 5，560円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 31，800円 3 連 単 ��� 203，090円

票 数

単勝票数 計 419705 的中 � 16312（7番人気）
複勝票数 計 602439 的中 � 23251（7番人気）� 125149（2番人気）� 15127（9番人気）
枠連票数 計 152367 的中 （3－7） 2888（11番人気）
馬連票数 計 720753 的中 �� 9624（17番人気）
馬単票数 計 347398 的中 �� 2056（36番人気）
ワイド票数 計 682409 的中 �� 11366（15番人気）�� 3098（39番人気）�� 9820（19番人気）
3連複票数 計1162046 的中 ��� 2740（69番人気）
3連単票数 計1260581 的中 ��� 450（393番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．7―50．4―1：03．7―1：15．9―1：28．5―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．5
1
3
9，15－（7，6）－（5，16）8，12，4（1，14）10，13，2，11－3
6（15，13）12（9，14）4，16，2（8，5，10）11，1，3＝7

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

勝馬の
紹 介

ニシノスピカ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2022．1．30 東京9着

2019．3．23生 牝3芦 母 ニシノリコルディ 母母 ニシノブルームーン 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔発走状況〕 フレンチギフト号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 フレンチギフト号は，発走調教再審査。
〔3走成績による出走制限〕 ミッドナイトブルー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月2日まで平地競走に出走でき

ない。

08026 4月2日 晴 重 （4中山3） 第3日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

47 プランセスカグヤ 牝3鹿 54
51 ▲小林 脩斗岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 460－ 41：12．5 75．1�

35 クラウンシューター 牡3黒鹿56 武藤 雅杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 明治牧場 484－ 4 〃 アタマ 5．6�
611 ペイシャワキア 牡3栗 56 武士沢友治北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 440－ 21：12．6� 3．2�
23 サイキョウノオンナ 牝3栗 54 内田 博幸山本 精一氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 462＋ 21：12．7クビ 29．7�
11 デルマダンタリアン 牡3青鹿56 松岡 正海浅沼 廣幸氏 田中 剛 日高 ファニーヒルファーム 468＋ 41：12．91� 68．7�
59 コ リ コ 牝3黒鹿54 柴田 大知大野 富生氏 粕谷 昌央 浦河 高昭牧場 432－ 6 〃 クビ 22．7�
510 キリシマタウン 牡3栗 56

54 △永野 猛蔵西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 田原橋本牧場 440± 01：13．32 4．6	
714 ピースオンアース 牡3黒鹿56 江田 照男グリーンスウォード小笠 倫弘 新冠 アサヒ牧場 486－ 2 〃 アタマ 5．0

12 ビップシャルマン 牝3芦 54

51 ▲小林 凌大鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 高野牧場 434± 01：13．72� 39．4�
816 ゲ ン シ ョ ウ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 新冠 川島牧場 510 ― 〃 ハナ 7．7
48 アイアンポート 牝3芦 54 岩部 純二池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか グローリーファーム 464－ 81：13．8� 260．6�
24 レヴァンツォ 牝3鹿 54

52 △山田 敬士小林 祐一氏 青木 孝文 浦河 中村 雅明 464＋ 21：15．07 444．3�
612 トゥジアース 牡3栗 56

53 ▲横山 琉人�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 482－ 61：15．53 33．0�

815 ドルズデスティニー 牡3栗 56 大野 拓弥佐々木貴将氏 田島 俊明 日高 細川牧場 466－ 61：15．71� 21．5�
36 アロハモーラ 牝3黒鹿 54

51 ▲西塚 洸二荻原 慎司氏 杉浦 宏昭 様似 猿倉牧場 B454＋ 21：16．01� 207．3�
713 キョウエイシオン 牡3青鹿 56

53 ▲原 優介田中 晴夫氏 的場 均 青森 石田 英機 516 ―1：18．1大差 198．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，933，100円 複勝： 61，916，300円 枠連： 14，601，400円
馬連： 67，949，100円 馬単： 29，528，900円 ワイド： 62，898，300円
3連複： 107，494，000円 3連単： 111，485，800円 計： 490，806，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，510円 複 勝 � 1，370円 � 190円 � 140円 枠 連（3－4） 18，190円

馬 連 �� 26，770円 馬 単 �� 66，900円

ワ イ ド �� 5，660円 �� 3，470円 �� 510円

3 連 複 ��� 22，330円 3 連 単 ��� 211，580円

票 数

単勝票数 計 349331 的中 � 3721（12番人気）
複勝票数 計 619163 的中 � 7729（12番人気）� 86848（3番人気）� 147893（1番人気）
枠連票数 計 146014 的中 （3－4） 622（29番人気）
馬連票数 計 679491 的中 �� 1967（50番人気）
馬単票数 計 295289 的中 �� 331（108番人気）
ワイド票数 計 628983 的中 �� 2714（45番人気）�� 4461（36番人気）�� 34417（4番人気）
3連複票数 計1074940 的中 ��� 3610（64番人気）
3連単票数 計1114858 的中 ��� 382（486番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―11．7―12．5―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．0―34．7―47．2―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プランセスカグヤ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．7．3 福島11着

2019．4．28生 牝3鹿 母 エレガンテヴィータ 母母 ケリーケイズプレジャー 4戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウエイシオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月2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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アイファーマオ号・グレースミューズ号・シュレム号・タイコネン号・テステッソ号
（非抽選馬） 3頭 キネンビ号・ゲールズヒーロー号・ディバインシチー号

第３回 中山競馬 第３日



08027 4月2日 晴 重 （4中山3） 第3日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

44 モ ー ル 牡3栗 56 石橋 脩 �ローレルレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B470＋ 21：55．1 6．2�
710 エコログロリアス 牡3鹿 56 横山 武史原村 正紀氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 488＋141：55．84 2．9�
68 ブランショセット 牡3栗 56 大野 拓弥吉田 照哉氏 中川 公成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 61：55．9クビ 3．9�
812 ラ イ パ チ 牡3鹿 56 丸山 元気阿部東亜子氏 土田 稔 浦河 山田 昇史 478－ 61：56．64 145．1�
55 トップスティール 牡3鹿 56 木幡 巧也井山 登氏 深山 雅史 新ひだか 千代田牧場 B496＋ 21：56．81� 14．3�
67 ジャスティンダイヤ 牡3鹿 56 戸崎 圭太三木 正浩氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B496－ 21：56．9クビ 7．6	
56 キバルスター 牡3青 56 横山 和生須山 悟至氏 小西 一男 新冠 村上 雅規 468＋ 41：57．11� 42．1

11 メ ル ト 牡3鹿 56 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 中脇 満 508＋ 21：57．41� 4．6�
811 ミ ニ ョ ン 牝3黒鹿54 丹内 祐次落合 幸弘氏 矢野 英一 浦河 富田牧場 442± 0 〃 ハナ 61．8�
33 ナンベイコー 牝3鹿 54

51 ▲土田 真翔陳 立文氏 尾形 和幸 苫小牧 アスラン 424－ 41：57．5� 65．2
22 セイウンケルン 牡3鹿 56 菊沢 一樹西山 茂行氏 北出 成人 新冠 つつみ牧場 432－201：57．82 73．7�
79 ロマンバローズ 牡3栗 56

53 ▲横山 琉人菅 實氏 伊藤 伸一 新冠 北星村田牧場 514＋ 81：59．39 310．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 43，227，100円 複勝： 57，766，300円 枠連： 13，457，000円
馬連： 66，502，400円 馬単： 30，816，900円 ワイド： 59，244，900円
3連複： 97，310，100円 3連単： 121，504，300円 計： 489，829，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 160円 � 150円 � 120円 枠 連（4－7） 1，350円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 470円 �� 350円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 10，820円

票 数

単勝票数 計 432271 的中 � 55452（4番人気）
複勝票数 計 577663 的中 � 83031（4番人気）� 95034（2番人気）� 143233（1番人気）
枠連票数 計 134570 的中 （4－7） 7711（6番人気）
馬連票数 計 665024 的中 �� 37959（7番人気）
馬単票数 計 308169 的中 �� 8831（12番人気）
ワイド票数 計 592449 的中 �� 30405（7番人気）�� 43726（3番人気）�� 50076（2番人気）
3連複票数 計 973101 的中 ��� 48681（3番人気）
3連単票数 計1215043 的中 ��� 8134（33番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．2―12．6―12．8―13．5―13．0―13．2―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．2―48．8―1：01．6―1：15．1―1：28．1―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．0
1
3
1－（2，6）（9，10）5（8，12）3（11，7）－4
1（6，10，4）（2，12，7）9，8（5，3）11

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

勝馬の
紹 介

モ ー ル �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．9．5 新潟4着

2019．3．31生 牡3栗 母 ダンシングロイヤル 母母 デビルインマインド 6戦1勝 賞金 8，810，000円

08028 4月2日 晴 重 （4中山3） 第3日 第4競走 1，200�3歳未勝利
発走11時35分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

47 カ ン ザ シ 牝3芦 54 野中悠太郎嶋田 賢氏 宮田 敬介 新ひだか 増本 良孝 488＋ 81：11．8 3．2�
612 チャオベッラ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人吉田 千津氏 堀内 岳志 千歳 社台ファーム 450－ 21：12．22� 6．7�
35 ミニョンルミエール 牝3栗 54 柴田 大知 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新冠 マリオステー

ブル 442± 0 〃 ハナ 2．0�
59 クイーンアポーン 牝3鹿 54 丸山 元気�ジェイアール 土田 稔 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 452－ 2 〃 クビ 11．8�
510 マリノプロヴァンス 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗�クラウン 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 448＋ 41：12．51� 21．4�
713 サバンナチャンス 牝3芦 54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 464 ―1：12．71� 20．3	
24 プランタニエール 牝3鹿 54 横山 和生成富 直行氏 勢司 和浩 新ひだか 小河 豊水 416－ 81：12．91� 57．1

11 エンロサディラ 牝3栗 54

52 △永野 猛蔵 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 430－121：13．43 57．3�
36 フジサンリンバン 牝3栗 54

52 △山田 敬士藤田 秀行氏 松山 将樹 新ひだか 木田牧場 470 ―1：13．61 180．8
714 アルーリングリップ 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹尾上 寿夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 410－ 6 〃 クビ 165．4�
12 ヴェロニカマジック 牝3鹿 54 石川裕紀人�フロンティア 稲垣 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 444－ 41：14．77 33．3�
48 スワニーテソーロ 牝3鹿 54 岩部 純二了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 真歌田中牧場 472 ―1：14．91� 397．8�
23 シーズマイホープ 牝3鹿 54 黛 弘人山口功一郎氏 尾関 知人 新ひだか ヒサイファーム 456 ―1：15．43 38．5�
816 マリノドレッシー 牝3青鹿 54

51 ▲小林 凌大和田 志保氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 448 ―1：15．61� 140．5�
611 サンマルビジュー 牝3鹿 54 武士沢友治相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 アイオイファーム 398 ―1：16．87 201．5�
815 デルマサキュバス 牝3黒鹿54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 480 ― 〃 クビ 236．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，103，900円 複勝： 71，520，900円 枠連： 19，134，700円
馬連： 70，227，900円 馬単： 37，561，500円 ワイド： 63，596，500円
3連複： 109，543，400円 3連単： 149，156，800円 計： 566，845，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（4－6） 1，370円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 380円 �� 150円 �� 230円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 4，360円

票 数

単勝票数 計 461039 的中 � 115007（2番人気）
複勝票数 計 715209 的中 � 127412（2番人気）� 71801（3番人気）� 331984（1番人気）
枠連票数 計 191347 的中 （4－6） 10784（5番人気）
馬連票数 計 702279 的中 �� 38016（4番人気）
馬単票数 計 375615 的中 �� 12657（6番人気）
ワイド票数 計 635965 的中 �� 33338（4番人気）�� 133884（1番人気）�� 67195（2番人気）
3連複票数 計1095434 的中 ��� 132233（1番人気）
3連単票数 計1491568 的中 ��� 24760（8番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―12．3―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．7―47．0―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ン ザ シ �
�
父 ディーマジェスティ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2022．3．12 中山2着

2019．5．13生 牝3芦 母 エニシノイト 母母 ユウワンチョイス 2戦1勝 賞金 7，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルビジュー号・デルマサキュバス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和4年5月2日まで平地競走に出走できない。

追 加 記 事（第 3回中山競馬第 2日第 1競走）
〔その他〕　　ハミングバード号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



08029 4月2日 晴 稍重 （4中山3） 第3日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時25分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

48 ヴィブラツィオーネ 牡3鹿 56 横山 武史加藤 裕司氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 468± 02：02．2 3．3�
47 キングズパレス 牡3鹿 56 松岡 正海 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 490＋ 22：02．73 3．6�
24 アイスランドポピー 牝3黒鹿54 杉原 誠人 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 462 ―2：02．91� 57．2�
59 ブローザホーン 牡3鹿 56 田辺 裕信岡田 牧雄氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 418＋ 2 〃 クビ 22．4�
817 セキテイオー 牡3青鹿56 丸山 元気杉山 元洋氏 田中 剛 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 472± 0 〃 ハナ 16．6�
816 マコトチガネマル 牝3黒鹿54 勝浦 正樹	ディアマント 村田 一誠 様似 出口 繁夫 440 ―2：03．11� 390．6

35 オメガオリーブ 牝3芦 54 横山 和生原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 402± 02：03．41� 30．8�
36 ブラーバック 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：03．5アタマ 3．5�
713 ブローヴェイス 牡3黒鹿56 菊沢 一樹豊井 義次氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 422－ 42：03．6� 51．3
818 スズノテレサ 牝3黒鹿54 三浦 皇成小紫 嘉之氏 深山 雅史 千歳 社台ファーム 438－ 62：03．8� 115．5�
611 ヨ ー ル 牝3鹿 54 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 434＋ 22：03．9� 149．1�
715 ジュンバレット 牡3黒鹿 56

54 △永野 猛蔵河合 純二氏 伊坂 重信 新冠 川上牧場 460± 0 〃 アタマ 509．2�
11 フィアーミー 牡3青 56

55 ☆秋山 稔樹�ターフ・スポート小野 次郎 新ひだか 静内フアーム 506－16 〃 クビ 222．6�
23 エレガントモダン 牝3芦 54 宮崎 北斗廣崎 双葉氏 青木 孝文 平取 株式会社

ASK STUD 430 ― 〃 アタマ 279．9�
12 パトリックハンサム 牡3青鹿56 内田 博幸宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 468＋ 22：04．0クビ 9．7�
714 マ ク レ ー ン 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 518 ―2：04．31� 272．4�
510 アップフルーク 牡3鹿 56 大野 拓弥村山 正道氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 494－ 6 〃 アタマ 331．9�
612 ヤマニンフェリクス 牡3栗 56 菅原 明良土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 442＋ 62：04．83 12．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 54，109，200円 複勝： 80，023，300円 枠連： 23，524，200円
馬連： 87，966，400円 馬単： 38，700，400円 ワイド： 86，932，400円
3連複： 141，717，000円 3連単： 152，564，200円 計： 665，537，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 150円 � 1，110円 枠 連（4－4） 480円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 290円 �� 3，330円 �� 3，410円

3 連 複 ��� 8，070円 3 連 単 ��� 31，130円

票 数

単勝票数 計 541092 的中 � 128365（1番人気）
複勝票数 計 800233 的中 � 186198（1番人気）� 152597（2番人気）� 11566（10番人気）
枠連票数 計 235242 的中 （4－4） 37582（2番人気）
馬連票数 計 879664 的中 �� 128155（1番人気）
馬単票数 計 387004 的中 �� 27942（1番人気）
ワイド票数 計 869324 的中 �� 92137（2番人気）�� 6073（30番人気）�� 5916（32番人気）
3連複票数 計1417170 的中 ��� 13164（25番人気）
3連単票数 計1525642 的中 ��� 3553（95番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―13．3―12．4―12．7―12．5―12．3―12．0―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―37．0―49．4―1：02．1―1：14．6―1：26．9―1：38．9―1：50．6

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ヴィブラツィオーネ �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．10．3 中山11着

2019．4．29生 牡3鹿 母 ミルシャイナー 母母 ミルレーサー 5戦1勝 賞金 9，110，000円
※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。
（非抽選馬） 3頭 グラジオラス号・テーオーアンジュ号・ノアチェリー号

08030 4月2日 晴 重 （4中山3） 第3日 第6競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

610 ホウオウバリスタ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 酒井 亨 526＋ 21：54．4 5．8�
46 ダンディジャック 牡3黒鹿56 田辺 裕信�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 478－ 41：54．93 11．6�
815 エクセレントマン 牡3栗 56 菅原 明良田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 市川フアーム 472－ 41：55．0クビ 48．8�
712 セイウンガレオン 牡3黒鹿56 松岡 正海西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 中田 英樹 526± 01：55．1� 2．5�
23 パーペチュイティ 牡3鹿 56 内田 博幸ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 584－ 4 〃 アタマ 7．9�
611 レオプレシード 牡3鹿 56 菊沢 一樹	レオ 小手川 準 平取 オークツリー

ファーム 506－161：55．95 7．7

34 ホイットニー 牝3鹿 54 丹内 祐次�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B464－141：56．75 113．6�
22 ペイシャガルボ 牡3青鹿56 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 様似 髙村 伸一 490－ 21：56．8� 24．7�
58 ピアーステソーロ 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹了德寺健二ホール
ディングス	 加藤士津八 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 B486＋ 41：57．11� 304．9
47 オ ベ リ ス ク 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵浅田 次郎氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 B474－ 8 〃 アタマ 138．7�
59 グラフィティウォー 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗岡田 牧雄氏 小西 一男 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 2 〃 ハナ 218．4�
713 スノーディザイア 牝3芦 54 大野 拓弥 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 476 ― 〃 クビ 7．7�
11 レッドカロス 牡3鹿 56

53 ▲原 優介 	東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 512－ 61：57．2クビ 57．4�
35 シュヴァリエール 牡3鹿 56 横山 武史平田 修氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470＋ 21：57．41� 9．1�
814 イザトナレバ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大大久保幸夫氏 伊坂 重信 浦河 有限会社
吉田ファーム 484 ―2：00．4大差 132．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，159，200円 複勝： 65，453，400円 枠連： 21，636，500円
馬連： 74，835，900円 馬単： 34，049，400円 ワイド： 70，866，800円
3連複： 113，054，600円 3連単： 126，838，900円 計： 556，894，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 310円 � 320円 � 1，110円 枠 連（4－6） 1，870円

馬 連 �� 2，980円 馬 単 �� 5，510円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 4，250円 �� 5，220円

3 連 複 ��� 33，740円 3 連 単 ��� 119，580円

票 数

単勝票数 計 501592 的中 � 69128（2番人気）
複勝票数 計 654534 的中 � 59709（5番人気）� 57887（7番人気）� 13487（9番人気）
枠連票数 計 216365 的中 （4－6） 8959（9番人気）
馬連票数 計 748359 的中 �� 19440（11番人気）
馬単票数 計 340494 的中 �� 4634（19番人気）
ワイド票数 計 708668 的中 �� 16540（13番人気）�� 4234（31番人気）�� 3433（39番人気）
3連複票数 計1130546 的中 ��� 2513（80番人気）
3連単票数 計1268389 的中 ��� 769（330番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．5―13．2―12．7―12．7―12．9―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．0―50．2―1：02．9―1：15．6―1：28．5―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．8
1
3
・（6，9）10，15（4，5，11）（8，13）2－14（3，12）－1，7
6（9，10）15（4，5）（11，12，13）2，3－7（8，14）1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウバリスタ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2022．1．8 中山5着

2019．4．25生 牡3黒鹿 母 バアゼルローズ 母母 スターセレッソ 3戦1勝 賞金 5，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イザトナレバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月2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〕 グラフィティウォー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月2日まで平地競走に出走でき

ない。



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

発走13時25分 （芝・右・外）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

44 ゴーゴーユタカ 牡3鹿 56 横山 武史井山 登氏 武井 亮 新冠 協和牧場 476－ 41：34．2 1．6�
55 モンタナアゲート 牡3黒鹿56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 548－ 61：34．62� 3．5�
56 ニシノメグレス 牝3黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 田上 徹 408－ 21：34．81� 22．0�
11 ハッピープリベイル 牡3鹿 56 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 464－161：34．9クビ 14．0�
811 テラフォーミング 牡3鹿 56 石橋 脩石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 細川農場 466－ 21：35．01 29．3�
79 ミツカネムーン 牝3黒鹿54 菅原 明良小山田 満氏 清水 英克 浦河 谷口牧場 430＋ 2 〃 ハナ 100．3�
22 セイウンプラチナ 牡3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 �川 啓一 486－10 〃 ハナ 19．9	
67 クイーンドライヴ 牝3青鹿54 菊沢 一樹井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 406－ 21：35．1クビ 16．0

812 ケ ッ ツ ァ ー 牡3青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武市 康男 新ひだか 木下牧場 488＋141：35．2� 57．2�
33 アランヴェリテ 牡3芦 56 津村 明秀加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－121：35．51	 21．2
710 ボンクラージュ 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 436± 01：35．61 78．9�
68 トビイロノヒトミ 牝3栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 436－101：36．23� 365．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，355，400円 複勝： 139，749，400円 枠連： 17，556，900円
馬連： 73，204，100円 馬単： 48，980，900円 ワイド： 59，524，300円
3連複： 106，185，400円 3連単： 208，645，900円 計： 696，202，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 120円 � 230円 枠 連（4－5） 160円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 240円

ワ イ ド �� 140円 �� 430円 �� 590円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 1，560円

票 数

単勝票数 計 423554 的中 � 207214（1番人気）
複勝票数 計1397494 的中 � 994307（1番人気）� 137225（2番人気）� 39034（5番人気）
枠連票数 計 175569 的中 （4－5） 82667（1番人気）
馬連票数 計 732041 的中 �� 304260（1番人気）
馬単票数 計 489809 的中 �� 147055（1番人気）
ワイド票数 計 595243 的中 �� 156716（1番人気）�� 27998（5番人気）�� 19436（10番人気）
3連複票数 計1061854 的中 ��� 101380（3番人気）
3連単票数 計2086459 的中 ��� 96678（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．4―47．1―58．9―1：11．0―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴーゴーユタカ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．12．26 中山2着

2019．3．19生 牡3鹿 母 ファインスカイ 母母 ア サ カ フ ジ 4戦2勝 賞金 18，500，000円
〔発走状況〕 テラフォーミング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔3走成績による出走制限〕 トビイロノヒトミ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月2日まで平地競走に出走できな

い。

08032 4月2日 晴 重 （4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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

88 エクセレントラン �5鹿 57
54 ▲横山 琉人田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 478± 02：35．1 2．3�

33 � ナスノコウラン 牡6鹿 57 菅原 明良�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 B524± 02：35．52� 11．4�

66 ヤマノマタカ 牡5鹿 57 丹内 祐次澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 B480－ 6 〃 ハナ 6．3�
55 クロスザルビコン 牡5青鹿57 田辺 裕信小村アセットM� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 42：35．6クビ 3．2�
77 � タ イ ガ 牡5黒鹿 57

54 ▲原 優介合同会社三度屋 堀内 岳志 新冠 オリエント牧場 500－ 42：36．66 23．6	
22 ランドアーティスト �5鹿 57 横山 武史吉田 照哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム B484－ 82：36．7� 4．9

44 バルネージュ �4芦 57

55 △永野 猛蔵手嶋 康雄氏 天間 昭一 新ひだか 佐竹 学 506± 02：39．5大差 75．9�
11 ナ ミ ブ �6鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 4 〃 ハナ 65．1

（8頭）

売 得 金
単勝： 42，658，200円 複勝： 43，946，100円 枠連： 発売なし
馬連： 66，265，000円 馬単： 34，152，500円 ワイド： 44，572，200円
3連複： 83，631，800円 3連単： 185，861，900円 計： 501，087，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 180円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 350円 �� 220円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 5，900円

票 数

単勝票数 計 426582 的中 � 142518（1番人気）
複勝票数 計 439461 的中 � 137964（1番人気）� 47058（5番人気）� 71447（3番人気）
馬連票数 計 662650 的中 �� 33840（7番人気）
馬単票数 計 341525 的中 �� 13662（10番人気）
ワイド票数 計 445722 的中 �� 31461（6番人気）�� 57188（2番人気）�� 23096（8番人気）
3連複票数 計 836318 的中 ��� 51009（6番人気）
3連単票数 計1858619 的中 ��� 22811（19番人気）

ハロンタイム 12．7―12．3―12．7―12．8―13．4―13．5―13．2―12．6―12．5―12．9―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―25．0―37．7―50．5―1：03．9―1：17．4―1：30．6―1：43．2―1：55．7―2：08．6―2：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」 上り4F51．9―3F39．4
1
�
7（2，3）6－4－5－（1，8）・（7，3，6）2－（4，5，8）－1

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

勝馬の
紹 介

エクセレントラン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーウェル デビュー 2020．2．29 中山5着

2017．5．24生 �5鹿 母 カタズオノンデ 母母 オグラトウシヨウ 19戦2勝 賞金 29，890，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



08033 4月2日 晴 重 （4中山3） 第3日 第9競走 ��1，800�千 葉 日 報 杯
発走14時35分 （ダート・右）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
千葉日報杯（1着）

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

712 ダノンマデイラ 牡4黒鹿57 横山 武史�ダノックス 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 468＋ 61：53．2 2．3�
22 アーザムブルー 牡8黒鹿57 三浦 皇成 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：53．41� 39．5�
34 タイセイスラッガー 牡4鹿 57 M．デムーロ田中 成奉氏 高橋 裕 日高 ナカノファーム B526± 01：53．5� 3．4�
57 フリーフロー 牡5栗 57 丸田 恭介里見美惠子氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 474－ 41：53．81� 29．7�
813� ブルーカルセドニー 牝4鹿 55 横山 和生 KRジャパン 小野 次郎 新冠 村上 欽哉 446－ 4 〃 アタマ 6．3	
33 マイネルタイムリー 牡4青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 日高 荒井ファーム B494＋ 21：53．9� 22．3

711 マイネルレンカ 牡8黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木慎太郎 日高 碧雲牧場 470－ 4 〃 クビ 220．6�
11 デ ク ス タ ー 	5栗 57 江田 照男小林竜太郎氏 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 462－ 31：54．0� 90．2�
45 ラ レ イ ナ 牝4鹿 55 野中悠太郎 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 458－ 2 〃 クビ 17．8
69 ブリッツェンシチー 	6鹿 57 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 B522＋ 21：54．74 183．0�
814 レオカクテル 牡4栗 57 木幡 巧也�レオ 萱野 浩二 浦河 江谷牧場 B496＋141：55．22� 6．7�
46 アキノスマート 牡5鹿 57 松岡 正海穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 B496－ 4 〃 クビ 53．0�
610� チェリーオリオン 牡4栗 57 小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 506＋ 81：55．73� 95．5�
58 グリニッジシチー 	6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 B468＋ 21：56．33� 37．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，878，200円 複勝： 80，291，800円 枠連： 33，758，300円
馬連： 126，633，200円 馬単： 49，417，000円 ワイド： 94，451，500円
3連複： 188，021，700円 3連単： 223，454，400円 計： 850，906，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 480円 � 130円 枠 連（2－7） 4，920円

馬 連 �� 5，230円 馬 単 �� 6，040円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 200円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 3，950円 3 連 単 ��� 26，240円

票 数

単勝票数 計 548782 的中 � 183079（1番人気）
複勝票数 計 802918 的中 � 222447（1番人気）� 24742（8番人気）� 178400（2番人気）
枠連票数 計 337583 的中 （2－7） 5307（12番人気）
馬連票数 計1266332 的中 �� 18747（16番人気）
馬単票数 計 494170 的中 �� 6129（19番人気）
ワイド票数 計 944515 的中 �� 17681（15番人気）�� 149251（1番人気）�� 15224（17番人気）
3連複票数 計1880217 的中 ��� 35642（10番人気）
3連単票数 計2234544 的中 ��� 6173（82番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．4―13．3―12．6―12．4―12．6―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．5―49．8―1：02．4―1：14．8―1：27．4―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．4
1
3
・（1，6）10，3（4，13）14（5，11）12，9，2（7，8）・（1，6）（3，10）（4，14）9（5，11，13）（2，12）（7，8）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンマデイラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pure Prize デビュー 2021．2．14 東京13着

2018．3．1生 牡4黒鹿 母 キャンディネバダ 母母 Candy Sola 10戦3勝 賞金 34，216，000円

08034 4月2日 晴 良 （4中山3） 第3日 第10競走 ��
��2，500�

あ わ

安 房 特 別
発走15時10分 （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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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 アイブランコ 牡5栗 57 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 518－ 42：35．8 2．0�

55 � マベルロンジュ 牝5栗 55 横山 和生落合 幸弘氏 水野 貴広 日高 下河辺牧場 B464± 02：36．01	 4．1�
11 � イ ヤ サ カ 牝4芦 55 永野 猛蔵岡田 壮史氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 42：36．1
 8．8�
44 � ア ス テ ィ �6栗 57 丸田 恭介山口謙太郎氏 堀内 岳志 千歳 社台ファーム B424－ 4 〃 クビ 13．5�
33 ウォルフズハウル 牡6黒鹿57 大野 拓弥ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 42：36．2� 5．1�
66 ピースディオン 牡5鹿 57 江田 照男久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 492－ 22：36．41	 28．5	
88 ルヴェルソー 牝5黒鹿55 藤岡 佑介 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム 458＋ 42：37．46 9．7

22 サイモンサーマル �7鹿 57 野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 22：39．4大差 124．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 54，502，700円 複勝： 67，097，200円 枠連： 発売なし
馬連： 112，889，200円 馬単： 50，540，000円 ワイド： 66，924，100円
3連複： 134，434，000円 3連単： 271，585，400円 計： 757，972，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 180円 �� 300円 �� 620円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 3，160円

票 数

単勝票数 計 545027 的中 � 210997（1番人気）
複勝票数 計 670972 的中 � 319475（1番人気）� 88033（3番人気）� 53362（4番人気）
馬連票数 計1128892 的中 �� 233911（1番人気）
馬単票数 計 505400 的中 �� 58296（1番人気）
ワイド票数 計 669241 的中 �� 111084（1番人気）�� 54386（5番人気）�� 22539（10番人気）
3連複票数 計1344340 的中 ��� 111065（2番人気）
3連単票数 計2715854 的中 ��� 62208（5番人気）

ハロンタイム 7．3―12．0―12．5―12．8―12．9―13．4―13．2―13．5―12．1―11．5―11．3―11．5―11．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．3―19．3―31．8―44．6―57．5―1：10．9―1：24．1―1：37．6―1：49．7―2：01．2―2：12．5―2：24．0

コーナー
通過順位

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

2
�
8－6－1（4，7）（2，5）3・（8，6，1）7，4，5，3－2

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

アイブランコ �

父 ケープブランコ �


母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．8．3 札幌8着

2017．4．11生 牡5栗 母 クリスコンフリクト 母母 フリクション 27戦3勝 賞金 65，314，000円



08035 4月2日 晴 良 （4中山3） 第3日 第11競走 ��
��1，600�第54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，3．4．3以降4．3．27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 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

23 タイムトゥヘヴン 牡4鹿 55 大野 拓弥 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 488＋ 41：32．3 27．4�
11 フォルコメン �6鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 512＋ 8 〃 アタマ 27．5�
510� ダーリントンホール 牡5鹿 56 横山 武史ゴドルフィン 木村 哲也 英 Canning

Bloodstock Ltd 544＋ 61：32．5	 4．3�
48 グラティアス 牡4鹿 56 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 498－ 4 〃 アタマ 5．6�
35 ギルデッドミラー 牝5鹿 53 石橋 脩 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484－101：32．71 13．9	
12 インテンスライト 牡6鹿 54 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 502＋ 2 〃 クビ 15．8

611 カイザーミノル 牡6鹿 56 横山 典弘吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B454－121：32．8	 10．4�
713 ミッキーブリランテ 牡6鹿 56 内田 博幸野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 ハナ 30．0�
815 カ テ ド ラ ル 牡6鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 494± 01：32．9クビ 12．3
47 ザ ダ ル 牡6栗 58 田辺 裕信 �キャロットファーム 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 504＋ 21：33．0	 7．5�
714 インターミッション 牝5黒鹿52 嶋田 純次�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 418－ 2 〃 クビ 91．1�
612 トーラスジェミニ 牡6鹿 57．5 原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 468－ 11：33．1クビ 99．4�
24 ボンセルヴィーソ 牡8栗 56 藤懸 貴志名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 492－ 21：33．31
 12．9�
816 ノルカソルカ 牡5栗 54 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 490－ 81：33．4クビ 25．5�
36 � リ フ レ イ ム 牝4芦 53 野中悠太郎山口 裕介氏 黒岩 陽一 米 Summer Wind

Equine LLC 514± 01：33．72 6．7�
59 サトノフェイバー 牡7黒鹿57 津村 明秀 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B510± 01：36．7大差 128．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 216，323，200円 複勝： 337，912，200円 枠連： 124，852，100円
馬連： 647，367，200円 馬単： 196，847，400円 ワイド： 565，886，800円
3連複： 1，359，129，700円 3連単： 1，234，975，700円 計： 4，683，294，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，740円 複 勝 � 600円 � 770円 � 190円 枠 連（1－2） 2，970円

馬 連 �� 34，610円 馬 単 �� 60，700円

ワ イ ド �� 9，130円 �� 1，590円 �� 2，800円

3 連 複 ��� 59，460円 3 連 単 ��� 552，340円

票 数

単勝票数 計2163232 的中 � 63064（11番人気）
複勝票数 計3379122 的中 � 130202（10番人気）� 98705（12番人気）� 584895（1番人気）
枠連票数 計1248521 的中 （1－2） 32473（17番人気）
馬連票数 計6473672 的中 �� 14496（77番人気）
馬単票数 計1968474 的中 �� 2432（158番人気）
ワイド票数 計5658868 的中 �� 15672（76番人気）�� 93571（17番人気）�� 52006（41番人気）
3連複票数 計13591297 的中 ��� 17141（229番人気）
3連単票数 計12349757 的中 ��� 1621（1566番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．1―11．3―11．6―11．7―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．2―45．5―57．1―1：08．8―1：20．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

タイムトゥヘヴン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2020．11．14 東京4着

2018．2．3生 牡4鹿 母 キストゥヘヴン 母母 ロングバージン 14戦2勝 賞金 101，169，000円
〔制裁〕 フォルコメン号の騎手M．デムーロは，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）

08036 4月2日 晴 重 （4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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

713� フレーズメーカー 牡4青鹿 57
54 ▲西塚 洸二山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 笠松牧場 B492－101：11．5 5．3�

611 トーセンニック 牡4栗 57 横山 和生島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 472＋ 21：11．6� 4．9�

35 � ホテルカリホルニア 牡5鹿 57 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 496± 0 〃 アタマ 3．9�

816 エ レ グ ア 牡4鹿 57 松岡 正海豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 490－ 21：11．91� 8．4�
612 ブレーヴトライ 牡4芦 57 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 474＋ 41：12．11� 47．0	
714 ハッピーアナザー 牡4栗 57 丹内 祐次永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 470－ 61：12．2クビ 37．8

24 �� ヒ ロ ミ 牡7黒鹿57 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 西田雄一郎 米
Windwoods Farm
& Phoenix Farm &
Racing, LLC

518＋12 〃 ハナ 47．3�
48 ブロードマリー 牝4鹿 55 伊藤 工真 �ユートピア牧場 林 徹 新ひだか 服部 牧場 B426－ 41：12．31 186．7
815 フェスティヴノンノ 牝4栗 55

53 △永野 猛蔵臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 460－ 41：12．51� 71．9�
12 ブルメンダール 牡4青 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 464－101：12．6アタマ 8．1�
11 サッビアマーゴ 牡4栗 57 石川裕紀人西森 功氏 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 558＋ 41：12．7� 18．3�
23 � タイキザモーメント 牡5鹿 57 菅原 明良�大樹ファーム 松永 康利 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 522＋18 〃 クビ 32．3�
36 ビーマイベイビー 牝4鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 444－ 21：12．8クビ 18．5�
47 キョシンタンカイ 牡5黒鹿57 石橋 脩國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 522＋ 81：13．11	 37．7�
510�� サンメディル 
5鹿 57

54 ▲小林 脩斗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 西田雄一郎 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

B500± 01：13．21 84．5�
59 � ニルアドミラリ 牡4鹿 57

56 ☆秋山 稔樹�ノースヒルズ 和田正一郎 米 Scott Dil-
worth 562± 01：14．15 10．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 107，618，000円 複勝： 160，962，500円 枠連： 49，916，100円
馬連： 209，040，300円 馬単： 75，180，100円 ワイド： 194，488，700円
3連複： 349，256，200円 3連単： 353，487，700円 計： 1，499，949，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 170円 � 160円 枠 連（6－7） 1，260円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 550円 �� 680円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 13，370円

票 数

単勝票数 計1076180 的中 � 161615（3番人気）
複勝票数 計1609625 的中 � 210473（3番人気）� 252553（2番人気）� 271893（1番人気）
枠連票数 計 499161 的中 （6－7） 30463（5番人気）
馬連票数 計2090403 的中 �� 100469（2番人気）
馬単票数 計 751801 的中 �� 16443（5番人気）
ワイド票数 計1944887 的中 �� 89107（2番人気）�� 69042（6番人気）�� 151661（1番人気）
3連複票数 計3492562 的中 ��� 99998（2番人気）
3連単票数 計3534877 的中 ��� 19165（11番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―12．1―11．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．6―46．7―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フレーズメーカー �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Pivotal

2018．3．29生 牡4青鹿 母 パラフレーズ 母母 Epitome 6戦1勝 賞金 10，110，000円
初出走 JRA

※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 ワルツフォーデビー号



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

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 167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

237，710，000円
8，020，000円
27，540，000円
1，570，000円
30，250，000円
72，347，000円
4，864，500円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
788，838，700円
1，226，883，300円
333，673，900円
1，674，956，000円
660，514，800円
1，437，627，400円
2，905，982，500円
3，265，619，100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 12，294，095，700円

総入場人員 5，881名 （有料入場人員 5，594名）
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