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齢性
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08037 4月3日 雨 稍重 （4中山3） 第4日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

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

68 ネ イ リ ッ カ 牝3芦 54
52 △永野 猛蔵 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 新冠 イワミ牧場 448－ 41：56．1 1．5�
812 テンクウノツバサ 牡3鹿 56 田辺 裕信廣崎 双葉氏 中舘 英二 平取 清水牧場 492－ 21：56．73� 12．9�
11 ワーキングスタイル 牝3栗 54 戸崎 圭太 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 81：57．12� 7．9�
55 イケメンプリンス 牡3鹿 56 木幡 巧也吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 480－ 41：57．2クビ 158．7�
67 セイウンマリンガー 牝3栗 54 野中悠太郎西山 茂行氏 本間 忍 浦河 ガーベラパー

クスタツド 420－ 21：57．62� 41．1	
811 リゼレインボー 牡3栗 56 内田 博幸飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 高松牧場 480－161：57．91� 7．7

56 グ ル メ 牡3鹿 56 菅原 明良�明栄商事 新開 幸一 新ひだか 沖田 忠幸 546－ 81：58．32 84．6�
44 パープライト 牡3芦 56 横山 和生 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 460± 01：58．4� 5．3�
22 サンマルソムニア 牝3鹿 54 武士沢友治相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新ひだか サカイファーム 446± 01：58．82� 60．8
79 ルーラータイム 牝3鹿 54 丹内 祐次酒井 喜生氏 矢野 英一 浦河 三好牧場 454＋ 61：58．9� 33．4�
710 シュガーエンジェル 牝3黒鹿54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 新ひだか 片山牧場 406± 01：59．75 354．3�
33 サマーモーリス 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人前田 亘輝氏 小島 茂之 新ひだか サカイファーム B430＋102：04．1大差 122．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 38，135，200円 複勝： 166，107，200円 枠連： 12，575，500円
馬連： 66，462，500円 馬単： 39，107，200円 ワイド： 62，079，700円
3連複： 109，800，700円 3連単： 173，645，100円 計： 667，913，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 200円 � 140円 枠 連（6－8） 330円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 320円 �� 200円 �� 750円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 5，270円

票 数

単勝票数 計 381352 的中 � 192274（1番人気）
複勝票数 計1661072 的中 � 1299562（1番人気）� 48392（5番人気）� 87594（2番人気）
枠連票数 計 125755 的中 （6－8） 28884（1番人気）
馬連票数 計 664625 的中 �� 60881（4番人気）
馬単票数 計 391072 的中 �� 25084（5番人気）
ワイド票数 計 620797 的中 �� 48006（4番人気）�� 93155（2番人気）�� 17594（11番人気）
3連複票数 計1098007 的中 ��� 65654（5番人気）
3連単票数 計1736451 的中 ��� 23879（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．5―50．4―1：02．9―1：15．7―1：29．0―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ネ イ リ ッ カ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．10．16 新潟5着

2019．3．7生 牝3芦 母 ケージーナデシコ 母母 ナポレオンオオミネ 7戦1勝 賞金 15，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サマーモーリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月3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〕 シュガーエンジェル号・サマーモーリス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月3日まで

平地競走に出走できない。

08038 4月3日 雨 稍重 （4中山3） 第4日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時20分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

816 ルプランドル 牝3栗 54
52 △永野 猛蔵 KAJIMOTOホー

ルディングス� 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 466± 01：11．8 2．9�
612 ホワイトガーベラ 牡3芦 56

53 ▲横山 琉人楠本 勝美氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 476± 01：12．11� 2．4�
59 オールフラッグ 牡3芦 56 内田 博幸 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム B472－ 61：12．31� 4．2�
815 メイリトルラバー 牝3鹿 54 武藤 雅千明牧場 水野 貴広 日高 千明牧場 460± 01：12．72� 14．6�
611 カフェベラノッテ 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 452－ 41：13．12� 135．5	
12 ロードシャマール 牡3栗 56 津村 明秀 �ロードホースクラブ 新開 幸一 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 488－ 41：13．52� 36．2

713 ヨドノマックス 牡3鹿 56 秋山真一郎海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 454＋101：13．6クビ 20．3�
24 シンデレラサリサ 牝3鹿 54 丹内 祐次田畑 利彦氏 清水 英克 浦河 秋場牧場 454－ 81：13．7� 185．6�
47 � フウジンショウジョ 牝3栗 54

53 ☆秋山 稔樹�レッドマジック田島 俊明 米
John D. Gunther,
Eurowest Bloodstock
& Tony Chedraoui

B486－ 61：13．8� 24．3
11 ハッピーオーラ 牝3栗 54 大野 拓弥堀口 晴男氏 稲垣 幸雄 新ひだか 有限会社石川牧場 450－161：14．01 62．8�
510 ニシノアジーブ 牝3鹿 54 斎藤 新西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 中田 英樹 442－ 21：14．21� 105．2�
35 ショウナンマジカル 牝3鹿 54 菅原 明良国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村牧場 424－ 2 〃 クビ 107．0�
714 ジュウセンシャ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介福田 光博氏 小桧山 悟 日高 アイズスタッド株式会社 514－101：14．3� 425．9�
48 ハ ル ノ ヒ 牝3栗 54 江田 照男田中 健一氏 本間 忍 浦河 富塚ファーム 438＋16 〃 クビ 77．8�
36 ニ シ ノ ロ ゼ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 前田ファーム 454－ 21：15．36 115．9�
23 マルヴァジーア 牝3青鹿54 野中悠太郎水上 行雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 矢野牧場 434－ 61：16．36 71．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，425，400円 複勝： 61，746，500円 枠連： 16，814，000円
馬連： 77，331，200円 馬単： 37，321，200円 ワイド： 73，310，000円
3連複： 140，319，700円 3連単： 163，932，800円 計： 612，200，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（6－8） 330円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 160円 �� 220円 �� 180円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 2，120円

票 数

単勝票数 計 414254 的中 � 112133（2番人気）
複勝票数 計 617465 的中 � 155294（2番人気）� 178112（1番人気）� 110720（3番人気）
枠連票数 計 168140 的中 （6－8） 39378（1番人気）
馬連票数 計 773312 的中 �� 153462（1番人気）
馬単票数 計 373212 的中 �� 37194（2番人気）
ワイド票数 計 733100 的中 �� 130338（1番人気）�� 72834（3番人気）�� 105685（2番人気）
3連複票数 計1403197 的中 ��� 282943（1番人気）
3連単票数 計1639328 的中 ��� 56042（3番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．7―12．3―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―34．2―46．5―58．6

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

勝馬の
紹 介

ルプランドル �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ブラックタイド デビュー 2021．10．2 中山2着

2019．5．3生 牝3栗 母 ギャラクシーセレブ 母母 セレブレイト 5戦1勝 賞金 12，180，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルヴァジーア号は，「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 ベルウッドウズメ号

第３回 中山競馬 第４日



08039 4月3日 小雨 稍重 （4中山3） 第4日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時50分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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 デライトアゲン 牡3芦 56 木幡 巧也浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 浦河 佐々木 恵一 B480－ 21：55．0 9．3�
33 チュウワエース 牡3黒鹿56 野中悠太郎中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 順一 470－ 61：56．610 2．4�
68 ニシノレジスタンス 牡3鹿 56 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 浦河 ガーベラパー

クスタツド 488－ 4 〃 ハナ 24．7�
56 タイタンステップス 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 540＋ 61：56．81� 7．4�
69 ネ オ ネ イ ア 牡3黒鹿56 津村 明秀西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新冠 岩見牧場 478－ 41：56．9クビ 3．1�
813 ウ イ ン ダ 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人高橋 文男氏 中舘 英二 新ひだか ゴールドアップカンパニー B484＋ 21：57．43 13．1	
22 ショウナンカンキ 牝3鹿 54 吉田 豊国本 哲秀氏 戸田 博文 新ひだか 西村牧場 B436＋ 21：57．5� 18．2

45 ヴ ラ デ ィ ア 牡3青 56 田辺 裕信小泉 修氏 小西 一男 登別 登別上水牧場 476－ 41：58．13� 41．7�
711 グラスセービア 牡3鹿 56 嶋田 純次半沢� 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 B490＋ 61：58．52� 30．2�
11 グレアファンタス �3鹿 56 荻野 極 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム B486－ 21：58．71� 42．6
710 マロンブリンク 牝3栗 54 水口 優也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 浜口牧場 402－141：59．12� 352．4�
812 スプレッドイーグル 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵村山 卓也氏 稲垣 幸雄 浦河 鎌田 正嗣 508－ 21：59．31� 85．1�
57 キョウエイカーク 牡3芦 56 武士沢友治田中 晴夫氏 武市 康男 日高 春木ファーム 512－122：00．57 211．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，476，300円 複勝： 63，845，300円 枠連： 12，545，900円
馬連： 79，734，300円 馬単： 37，605，300円 ワイド： 72，066，300円
3連複： 124，676，400円 3連単： 152，164，200円 計： 589，114，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 240円 � 120円 � 450円 枠 連（3－4） 830円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 400円 �� 2，020円 �� 800円

3 連 複 ��� 4，650円 3 連 単 ��� 27，890円

票 数

単勝票数 計 464763 的中 � 39765（4番人気）
複勝票数 計 638453 的中 � 56225（4番人気）� 208349（1番人気）� 24956（7番人気）
枠連票数 計 125459 的中 （3－4） 11673（3番人気）
馬連票数 計 797343 的中 �� 67531（3番人気）
馬単票数 計 376053 的中 �� 10310（10番人気）
ワイド票数 計 720663 的中 �� 50749（3番人気）�� 8488（23番人気）�� 22719（9番人気）
3連複票数 計1246764 的中 ��� 20072（16番人気）
3連単票数 計1521642 的中 ��� 3955（93番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．4―12．9―12．5―12．9―13．1―13．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．0―49．9―1：02．4―1：15．3―1：28．4―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デライトアゲン �
�
父 ザファクター �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2022．1．22 中山3着

2019．5．18生 牡3芦 母 セインツプレイ 母母 Colonial Play 4戦1勝 賞金 6，700，000円
〔制裁〕 キョウエイカーク号の騎手武士沢友治は，向正面での御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウエイカーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月3日まで平地競走

に出走できない。

08040 4月3日 小雨
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（4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 ポートロイヤル �6黒鹿60 伴 啓太 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 468－ 23：16．0 1．8�
44 � ルレーヴドゥリリ 牝5黒鹿58 上野 翔加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか 田中 裕之 508＋ 63：16．74 7．7�
67 テイエムタツマキ 牡4青鹿59 黒岩 悠竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 三木田牧場 496＋ 43：17．01� 21．6�
710 オンザウェイ 牡6栗 60 五十嵐雄祐久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 546－ 23：17．21 17．3�
68 ア イ タ イ 牡6栗 60 高田 潤平井 裕氏 辻野 泰之 新ひだか グランド牧場 520－ 23：17．41 5．9�
11 � シュテルンシチー 牡6栗 60 小野寺祐太 	友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 462＋ 83：17．93 50．9

56 � シーザワールド 牡9鹿 60 金子 光希村岡 曉憲氏 的場 均 日高 山際 辰夫 514＋ 63：19．38 176．1�
22 サトノエルドール 牡6鹿 60 石神 深一 	サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 488＋ 8 〃 クビ 6．1�
33 � プ ロ ー ス 牡6栗 60 蓑島 靖典髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 522± 03：21．9大差 29．5
812 コ タ 牡4青鹿59 大江原 圭小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 470＋143：25．4大差 100．3�
79 ニシノエルサ 牝4芦 57 大庭 和弥西山 茂行氏 中野 栄治 新ひだか 棚川 光男 458＋ 23：26．57 151．5�
55 ダンツトレノ 牡4青鹿59 中村 将之山元 哲二氏 本田 優 浦河 市川フアーム 484＋ 23：31．9大差 14．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，077，200円 複勝： 40，192，300円 枠連： 10，863，900円
馬連： 51，409，600円 馬単： 27，877，900円 ワイド： 39，115，800円
3連複： 84，114，900円 3連単： 126，416，000円 計： 412，067，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 350円 枠 連（4－8） 520円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 250円 �� 630円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 5，950円

票 数

単勝票数 計 320772 的中 � 138956（1番人気）
複勝票数 計 401923 的中 � 181328（1番人気）� 51547（3番人気）� 15038（7番人気）
枠連票数 計 108639 的中 （4－8） 16075（2番人気）
馬連票数 計 514096 的中 �� 73197（2番人気）
馬単票数 計 278779 的中 �� 28161（2番人気）
ワイド票数 計 391158 的中 �� 48054（2番人気）�� 14871（7番人気）�� 6984（16番人気）
3連複票数 計 841149 的中 ��� 25064（9番人気）
3連単票数 計1264160 的中 ��� 15379（14番人気）
上り 1マイル 1：48．7 4F 52．2－3F 39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→�」
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

ポートロイヤル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．9．16 中山12着

2016．3．4生 �6黒鹿 母 グレナディーン 母母 タックスヘイブン 障害：3戦1勝 賞金 11，100，000円
〔その他〕 コタ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 コタ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年5月3日まで出走できない。



08041 4月3日 雨 稍重 （4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 5，200，000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
2：10．1
2：09．7

良
良

816 キ ン ト リ ヒ 牡3芦 56 戸崎 圭太 �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 浦河 ディアレスト

クラブ 456－ 62：16．9 1．7�
817 ウ ロ ボ ン 牡3黒鹿56 三浦 皇成井山 登氏 武井 亮 むかわ 市川牧場 458－ 42：17．43 20．8�
715� クラシカルオーサー 牡3栗 56

55 ☆秋山 稔樹 �社台レースホース大和田 成 英 Shadai Farm B448－ 42：17．61� 64．6�
23 ハコダテジョー 牡3鹿 56 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 広大 460－ 4 〃 ハナ 13．8�
48 ビーアンビシャス 牡3栗 56 石橋 脩千明牧場 尾関 知人 新冠 新冠橋本牧場 518± 02：17．81� 19．2	
714 ナ イ キ グ ロ 牡3芦 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 22：18．0� 172．6

611 シエロフェイス 牡3黒鹿56 菅原 明良 STレーシング 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 434＋ 2 〃 ハナ 3．7�
59 ビーウォーター 牡3栗 56 田辺 裕信和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 492－ 22：18．1� 7．0�
713 カガギムレット 牡3鹿 56 丸山 元気香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 西村牧場 426± 02：18．31� 175．8
510 ニシノジャズ 牝3黒鹿54 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 476＋ 4 〃 ハナ 86．8�
11 クラウドクラスター 牡3黒鹿56 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－102：18．4クビ 124．6�
36 パンパシフィック 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵ゴドルフィン 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510－ 42：18．5� 49．0�

47 ブルーアロー 牡3鹿 56 水口 優也岡田甲子男氏 清水 久詞 様似 スイートフアーム 466－ 4 〃 ハナ 176．2�
35 サンアーバイン 牝3鹿 54 横山 和生 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 446＋162：18．6クビ 195．1�
612 ガ リ ン シ ャ 牡3栗 56

53 ▲佐々木大輔渡邊 隆氏 菊川 正達 新ひだか 真歌田中牧場 434± 02：19．02� 241．4�
12 アポロリップ 牝3鹿 54 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 508± 02：19．1クビ 89．4�
818 アスールパースト 牡3黒鹿56 杉原 誠人�アスール 伊藤 大士 日高 木村牧場 498± 02：19．52� 151．1�
24 ジュングローリー 牡3芦 56 吉田 豊河合 純二氏 中舘 英二 新ひだか 坂本 智広 448－ 62：19．6� 175．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 55，284，200円 複勝： 110，104，000円 枠連： 17，773，600円
馬連： 82，829，300円 馬単： 46，221，900円 ワイド： 77，441，700円
3連複： 132，179，500円 3連単： 190，902，700円 計： 712，736，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 400円 � 870円 枠 連（8－8） 1，260円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 600円 �� 2，040円 �� 11，050円

3 連 複 ��� 15，270円 3 連 単 ��� 39，150円

票 数

単勝票数 計 552842 的中 � 249490（1番人気）
複勝票数 計1101040 的中 � 683333（1番人気）� 30301（6番人気）� 12529（8番人気）
枠連票数 計 177736 的中 （8－8） 10927（5番人気）
馬連票数 計 828293 的中 �� 47347（4番人気）
馬単票数 計 462219 的中 �� 20168（6番人気）
ワイド票数 計 774417 的中 �� 35893（6番人気）�� 9549（16番人気）�� 1712（52番人気）
3連複票数 計1321795 的中 ��� 6490（37番人気）
3連単票数 計1909027 的中 ��� 3535（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．7―37．5―50．3―1：03．1―1：15．7―1：28．3―1：40．6―1：52．7―2：04．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．3
1
3
2，3（4，11，15）（14，7，16）（10，18）（5，17）9（1，8）6（12，13）・（2，3）（4，15，16，17）（14，11）18（7，10）（5，9）（1，8）（12，13，6）

2
4

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

勝馬の
紹 介

キ ン ト リ ヒ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2021．8．1 新潟8着

2019．4．8生 牡3芦 母 デヴェロッペ 母母 ショウエイミズキ 9戦1勝 賞金 12，270，000円
〔3走成績による出走制限〕 ブルーアロー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4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。
（非当選馬） 2頭 アリアンロッド号・トーホウダブリン号

08042 4月3日 雨 稍重 （4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 7，500，000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
1：48．5
1：47．6

重
重

713 クアトロマジコ 牡3鹿 56 丹内 祐次大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 528＋ 61：54．5 14．7�
612 ブリンディジ 牡3栗 56 菅原 明良山田 弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 土田農場 540＋ 6 〃 アタマ 16．2�
510 ミストルティン 牡3鹿 56 田辺 裕信野田 善己氏 加藤士津八 新ひだか 城地牧場 456－ 21：54．6� 5．8�
11 ト リ グ ラ フ 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵山口 裕介氏 松山 将樹 浦河 鵜木 唯義 442＋ 21：54．91� 54．5�
714 フェズカズマ 牡3栗 56 斎藤 新合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 アタマ 118．8�
24 イーサンバーニング 牡3鹿 56 江田 照男国本 勇氏 中野 栄治 浦河 山春牧場 490－141：55．0� 75．9�
59 インベルシオン 牡3鹿 56 武藤 雅前田 幸貴氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 B518－ 41：55．1クビ 4．9	
48 ストレートリターン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 
社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム 486－121：55．2� 21．1�
23 パワーブローキング 牡3鹿 56 横山 和生ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526＋ 61：55．3� 13．1�
35 ワカミヤプレスト 牡3鹿 56 勝浦 正樹芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520＋ 41：55．51� 6．7
611 セイカフォルゴーレ 牡3栗 56 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 498－ 21：55．82 17．5�
47 ゼ ニ ッ ト 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗福澤 真也氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 504＋ 41：56．43� 247．6�
12 ミツカネヴィーナス 牝3栗 54 三浦 皇成小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 細川農場 454－ 21：57．14 51．9�
36 セブンスレター 牡3鹿 56 大野 拓弥熊坂 俊一氏 武井 亮 新冠 松浦牧場 504± 01：57．95 51．8�
815 アンビション 牡3鹿 56 丸山 元気近藤 英子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 550＋ 4 （競走中止） 28．5�
816 カフェカルマ 牡3鹿 56 内田 博幸西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 510－ 6 （競走中止） 3．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，930，000円 複勝： 85，614，900円 枠連： 22，706，100円
馬連： 104，081，200円 馬単： 39，823，300円 ワイド： 98，149，800円
3連複： 174，796，800円 3連単： 156，970，000円 計： 739，072，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 340円 � 680円 � 230円 枠 連（6－7） 3，880円

馬 連 �� 13，460円 馬 単 �� 27，420円

ワ イ ド �� 4，420円 �� 1，410円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 33，180円 3 連 単 ��� 259，820円

票 数

単勝票数 計 569300 的中 � 30802（6番人気）
複勝票数 計 856149 的中 � 65812（5番人気）� 28496（9番人気）� 112211（3番人気）
枠連票数 計 227061 的中 （6－7） 4524（19番人気）
馬連票数 計1040812 的中 �� 5989（44番人気）
馬単票数 計 398233 的中 �� 1089（92番人気）
ワイド票数 計 981498 的中 �� 5632（49番人気）�� 18358（13番人気）�� 9473（32番人気）
3連複票数 計1747968 的中 ��� 3951（112番人気）
3連単票数 計1569700 的中 ��� 438（821番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．4―12．7―12．6―12．5―12．9―13．3―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．5―49．2―1：01．8―1：14．3―1：27．2―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クアトロマジコ �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 Monsun デビュー 2021．9．18 中山5着

2019．4．14生 牡3鹿 母 ミスティークⅡ 母母 Montfleur 6戦2勝 賞金 17，100，000円
〔競走中止〕 カフェカルマ号は，発走直後につまずき，転倒したため競走中止。

アンビション号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 アンビション号は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 グリューヴルム号・ニシノボルテージ号・ミエノナイスガイ号



08043 4月3日 雨 稍重 （4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 7，700，000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
1：30．3
1：30．3

良
良

12 オメガロマンス 牝4黒鹿55 横山 和生原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B462＋201：35．2 8．4�
36 ヴィクトゥーラ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 490± 01：35．3� 2．6�
714� ジッピーレーサー 	5鹿 57

54 ▲横山 琉人岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 470＋ 41：35．41 18．5�
713 コスモアシュラ 牡4芦 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 518＋121：35．61 49．4�
815
 ブライドグルーム 	5鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋13 〃 クビ 90．0�
612 シ ベ ー ル 牝5鹿 55 吉田 豊 	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 458± 01：35．81� 12．1

48 � ロングボウマン 牡4鹿 57 石橋 脩ゴドルフィン 池上 昌和 英 Crecy Part-

nership 476＋ 4 〃 クビ 13．9�
59 スプリッツァー 牡5栗 57 菊沢 一樹古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 478－ 61：35．9� 54．7�
611
 ラルワースコーヴ 牝5青鹿55 荻野 極兼子 尚也氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 91：36．11 24．4
23 イースタンワールド 牡4青鹿57 木幡 巧也�三嶋牧場 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 486＋22 〃 ハナ 7．7�
47 ビジューブリランテ 	4栗 57 菅原 明良 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 488－ 21：36．31 16．6�
11 シルバースピリット 牡4黒鹿57 石川裕紀人嶋田 賢氏 蛯名 正義 浦河 三嶋牧場 478＋141：36．4� 47．7�
24 リュクスフレンド 牝4鹿 55 田辺 裕信田畑 憲士氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 462± 01：36．93 9．2�
816 アルジェントステラ 牝4黒鹿55 津村 明秀 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 450＋281：37．21� 7．6�
35 
 マ イ バ ウ ム 牡4黒鹿 57

55 △永野 猛蔵栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 456－ 8 〃 クビ 227．0�
510 オセアジャスティス 牡4鹿 57

54 ▲佐々木大輔 XIAOジャパン 加藤 征弘 新ひだか 土田 和男 B526＋ 21：37．83� 154．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，799，000円 複勝： 75，456，500円 枠連： 21，877，400円
馬連： 102，025，500円 馬単： 36，944，000円 ワイド： 87，903，000円
3連複： 157，438，000円 3連単： 156，265，600円 計： 688，709，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 270円 � 130円 � 350円 枠 連（1－3） 960円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 530円 �� 2，510円 �� 970円

3 連 複 ��� 6，130円 3 連 単 ��� 31，420円

票 数

単勝票数 計 507990 的中 � 48285（4番人気）
複勝票数 計 754565 的中 � 60548（5番人気）� 205700（1番人気）� 43085（8番人気）
枠連票数 計 218774 的中 （1－3） 17542（2番人気）
馬連票数 計1020255 的中 �� 80574（2番人気）
馬単票数 計 369440 的中 �� 10103（7番人気）
ワイド票数 計 879030 的中 �� 45103（3番人気）�� 8518（32番人気）�� 23175（7番人気）
3連複票数 計1574380 的中 ��� 19234（18番人気）
3連単票数 計1562656 的中 ��� 3605（85番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．8―35．5―47．1―58．9―1：11．0―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F36．3

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

勝馬の
紹 介

オメガロマンス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2021．1．16 中山1着

2018．2．24生 牝4黒鹿 母 オメガスピリット 母母 ファーガーズプロスペクト 6戦2勝 賞金 16，700，000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。
（非当選馬） 2頭 ココリホウオウ号・レッジャードロ号
（非抽選馬） 1頭 ヴィントミューレ号

08044 4月3日 小雨 稍重 （4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 7，700，000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
1：48．5
1：47．6

重
重

812 テンウォークライ 牡4栗 57 大野 拓弥天白 泰司氏 金成 貴史 日高 木村牧場 470－101：54．1 3．5�
56 リ ヴ ェ ッ ト 牡4鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 486＋ 61：54．41� 4．1�
68 タイセイマーベル 牡4栗 57 三浦 皇成田中 成奉氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム B494－ 21：54．61� 4．8�
33 ニシノソワレ 牡4鹿 57 野中悠太郎西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 492± 0 〃 ハナ 7．9�
711� サイモンポーリア 牝4鹿 55 丸山 元気澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 61：54．8� 206．1�
45 � ナンヨーヴィヨレ 牡4鹿 57

54 ▲横山 琉人中村 德也氏 宗像 義忠 白老 習志野牧場 460－ 41：55．01� 33．7	
813� ストロングカレント 牡4鹿 57 菅原 明良 
CHEVAL AT-

TACHE 伊坂 重信 新冠 村上牧場 482－ 21：55．32 6．9�
44 � ヒューミリティ �5栗 57

56 ☆秋山 稔樹 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム B464－ 21：55．4クビ 23．0�
57 レープハフト 牝4鹿 55

52 ▲小林 脩斗山本 剛士氏 中舘 英二 新冠 新冠橋本牧場 462＋ 61：55．93 90．0
11 ピースボヌール �5鹿 57 内田 博幸 
スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 506＋ 81：56．21� 7．9�
710 ミユキダイアモンド 牝6鹿 55

52 ▲小林 凌大長井 純一氏 小西 一男 新ひだか 木村 秀則 456＋ 8 〃 アタマ 35．3�
69 � アルジェンタータ 牝6黒鹿55 丹内 祐次岡田 壮史氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 432－ 21：56．3クビ 162．0�
22 � アイファーラクーン 牝4鹿 55

52 ▲原 優介中島 稔氏 根本 康広 日高 株式会社
アースファーム 422－ 21：57．36 252．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，059，200円 複勝： 63，211，300円 枠連： 19，150，200円
馬連： 95，031，300円 馬単： 39，015，400円 ワイド： 75，754，600円
3連複： 135，647，300円 3連単： 160，891，500円 計： 633，760，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 150円 � 140円 枠 連（5－8） 540円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 300円 �� 340円 �� 330円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 4，400円

票 数

単勝票数 計 450592 的中 � 101521（1番人気）
複勝票数 計 632113 的中 � 123900（1番人気）� 96670（3番人気）� 122158（2番人気）
枠連票数 計 191502 的中 （5－8） 27164（1番人気）
馬連票数 計 950313 的中 �� 97268（1番人気）
馬単票数 計 390154 的中 �� 24784（1番人気）
ワイド票数 計 757546 的中 �� 64642（1番人気）�� 56667（3番人気）�� 58207（2番人気）
3連複票数 計1356473 的中 ��� 108964（1番人気）
3連単票数 計1608915 的中 ��� 26470（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．1―50．5―1：02．9―1：14．8―1：27．6―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テンウォークライ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2020．9．5 札幌2着

2018．3．26生 牡4栗 母 ナイスゴールド 母母 ナイスグリンベル 13戦2勝 賞金 22，130，000円



08045 4月3日 曇 稍重 （4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 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

77 トーセンリョウ 牡3鹿 56 田辺 裕信島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 464＋202：17．1 2．4�
44 ブラックボイス 牡3黒鹿56 横山 和生 �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 508± 02：17．52� 3．9�
22 スリーエクスプレス 牡3鹿 56 三浦 皇成永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B486± 02：17．92 13．6�
33 フリューゲルホルン 牡3黒鹿56 大野 拓弥前田 幸治氏 和田正一郎 新冠 平山牧場 524± 02：18．11� 38．3�
55 タイラーテソーロ 牡3黒鹿56 菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 日高 リョーケンファー
ム株式会社 474＋ 2 〃 アタマ 7．8	

88 アケルナルスター 牡3青鹿56 柴田 大知永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 22：18．2	 4．4

66 
 ウ ン 牡3青鹿56 丹内 祐次岡田美佐子氏 河津 裕昭 新冠 須崎牧場 474＋ 2 〃 アタマ 70．3�

（川崎）

89 フジマサフリーダム 牡3芦 56 戸崎 圭太藤原 正一氏 菊川 正達 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 522± 02：18．83� 8．8�

11 エコロエース 牡3芦 56 石川裕紀人原村 正紀氏 矢野 英一 浦河 日進牧場 492＋ 22：22．7大差 72．8
（9頭）

売 得 金
単勝： 66，724，100円 複勝： 68，060，500円 枠連： 17，298，500円
馬連： 105，136，000円 馬単： 50，915，400円 ワイド： 74，744，100円
3連複： 136，423，000円 3連単： 262，361，600円 計： 781，663，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 � 240円 枠 連（4－7） 530円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 230円 �� 640円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 5，530円

票 数

単勝票数 計 667241 的中 � 214580（1番人気）
複勝票数 計 680605 的中 � 192568（1番人気）� 133945（2番人気）� 48333（6番人気）
枠連票数 計 172985 的中 （4－7） 25018（2番人気）
馬連票数 計1051360 的中 �� 162247（1番人気）
馬単票数 計 509154 的中 �� 46892（1番人気）
ワイド票数 計 747441 的中 �� 95262（1番人気）�� 26855（11番人気）�� 36367（9番人気）
3連複票数 計1364230 的中 ��� 57086（7番人気）
3連単票数 計2623616 的中 ��� 34343（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―25．3―38．0―50．8―1：04．0―1：16．8―1：29．3―1：41．4―1：53．3―2：05．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンリョウ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Hawk Wing デビュー 2021．11．6 東京1着

2019．5．12生 牡3鹿 母 カ ン ビ ー ナ 母母 Await 2戦2勝 賞金 17，517，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エコロエース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月3日まで平地競走に

出走できない。

08046 4月3日 曇 稍重 （4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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

22 ヴィルヘルム 牡4青鹿57 荻野 極 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506－ 41：35．6 2．0�
77 ジ ネ ス ト ラ 牝4鹿 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 450－ 61：35．81� 3．8�
55 アイリッシュムーン 牝4栗 55 菅原 明良�須野牧場 武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 476± 01：36．01� 12．3�
11 アラビアンナイト 牝4青鹿55 丸山 元気 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 444－ 21：36．21� 15．1	
810 スーパーホープ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 510－ 61：36．41� 3．5

78 テンワールドレイナ 牝7栗 55 丹内 祐次天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 ハナ 72．7�
66 カイザーノヴァ 牡4鹿 57 内田 博幸広尾レース� 鈴木慎太郎 新ひだか 木村 秀則 464＋ 41：36．71	 72．0�
33 ネバーゴーンアウト 
5青鹿57 黛 弘人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 中田 英樹 486＋ 8 〃 アタマ 88．0
44 ニシノガブリヨリ 牡4鹿 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 村田 一誠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 502＋18 〃 アタマ 53．5�
89 シャドウセッション 
6鹿 57 石川裕紀人飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 518－ 41：37．33� 49．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 64，810，900円 複勝： 71，585，000円 枠連： 17，992，500円
馬連： 119，434，200円 馬単： 62，768，700円 ワイド： 83，236，400円
3連複： 169，254，300円 3連単： 328，798，000円 計： 917，880，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連（2－7） 370円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 190円 �� 330円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 3，430円

票 数

単勝票数 計 648109 的中 � 249869（1番人気）
複勝票数 計 715850 的中 � 299891（1番人気）� 131040（2番人気）� 56328（4番人気）
枠連票数 計 179925 的中 （2－7） 37125（2番人気）
馬連票数 計1194342 的中 �� 230075（2番人気）
馬単票数 計 627687 的中 �� 76170（2番人気）
ワイド票数 計 832364 的中 �� 129919（2番人気）�� 60176（4番人気）�� 33537（9番人気）
3連複票数 計1692543 的中 ��� 125320（2番人気）
3連単票数 計3287980 的中 ��� 69344（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．8―36．6―48．5―1：00．5―1：12．3―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ヴィルヘルム �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2020．8．9 新潟4着

2018．2．1生 牡4青鹿 母 カ イ ゼ リ ン 母母 ブロードアピール 10戦3勝 賞金 46，874，000円

２レース目



08047 4月3日 曇 稍重 （4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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

33 エヴァーガーデン 牝5黒鹿55 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 22：02．1 8．2�
88 ミトノマルーン 牡6黒鹿57 三浦 皇成ロイヤルパーク 武 英智 新冠 新冠橋本牧場 B484－ 62：02．2クビ 22．5�
77 レインカルナティオ 牡5鹿 57 菅原 明良 �サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 500－ 8 〃 ハナ 2．8�
44 スパイラルノヴァ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太�フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ

ファーム 478－ 4 〃 アタマ 2．2�
11 エンデュミオン 牡5黒鹿57 秋山真一郎�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 456－ 82：02．3クビ 7．2	
66 ウシュバテソーロ 牡5鹿 57 横山 和生了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 524－ 2 〃 クビ 16．0

89 スーパーブレイク 牡8黒鹿57 菊沢 一樹堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 484－ 62：02．62 108．4�
55 コ コ ニ ア ル 牝5栗 55 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 22：02．7クビ 13．6�
22 シ ャ チ 牡5鹿 57 山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 B472－ 42：02．8� 63．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 98，394，800円 複勝： 76，575，700円 枠連： 33，895，000円
馬連： 201，849，900円 馬単： 104，797，900円 ワイド： 114，735，400円
3連複： 295，266，100円 3連単： 663，376，300円 計： 1，588，891，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 260円 � 520円 � 140円 枠 連（3－8） 6，240円

馬 連 �� 6，590円 馬 単 �� 15，190円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 570円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 8，630円 3 連 単 ��� 72，840円

票 数

単勝票数 計 983948 的中 � 95199（4番人気）
複勝票数 計 765757 的中 � 68879（5番人気）� 28693（7番人気）� 185608（2番人気）
枠連票数 計 338950 的中 （3－8） 4209（17番人気）
馬連票数 計2018499 的中 �� 23705（17番人気）
馬単票数 計1047979 的中 �� 5171（34番人気）
ワイド票数 計1147354 的中 �� 13806（19番人気）�� 54319（8番人気）�� 26175（14番人気）
3連複票数 計2952661 的中 ��� 25654（27番人気）
3連単票数 計6633763 的中 ��� 6602（157番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．8―12．3―12．2―12．0―12．2―12．1―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―36．9―49．2―1：01．4―1：13．4―1：25．6―1：37．7―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．5
1
3
8＝3，4（6，2）7（5，9）1
8＝3（6，4）（5，2）（9，7）1

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

勝馬の
紹 介

エヴァーガーデン �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2019．7．7 福島1着

2017．2．20生 牝5黒鹿 母 モエレカトリーナ 母母 シ ー ワ ン 20戦4勝 賞金 81，613，000円

08048 4月3日 雨 稍重 （4中山3） 第4日 第12競走 ��1，200�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 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

815 ライフレッスンズ 牡5鹿 57
54 ▲横山 琉人金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 追分ファーム 504－ 21：11．2 3．1�
816� ア テ ィ ー ド 牡4栗 57 田辺 裕信髙瀬 正志氏 加藤士津八 浦河 小林 仁 516－ 41：11．3クビ 37．7�
714 クロノフルール 牝4芦 55 横山 和生�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 506＋ 41：11．4� 24．6�
713� メサテソーロ 牝5青鹿 55

52 ▲西塚 洸二了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 米 Clearsky

Farms B528＋ 21：11．5クビ 19．2�
47 ブルースコード 牡4黒鹿 57

54 ▲小林 脩斗 �ビクトリーホースランチ 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 490＋ 2 〃 クビ 7．2	

510 イサチルプリンス 	4黒鹿57 菅原 明良小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 佐竹 学 492＋ 21：11．7� 19．4

35 ブルーダイヤカフェ 牡5青 57 大野 拓弥西川 恭子氏 和田 勇介 登別 登別上水牧場 538± 0 〃 クビ 32．8�
11 ペイシャリルキス 	6鹿 57

56 ☆秋山 稔樹北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 494＋ 41：11．8クビ 75．3�
59 � ロ レ ン ツ ォ 牡4黒鹿57 石川裕紀人丸山 担氏 加藤 征弘 浦河 伏木田牧場 482＋ 2 〃 アタマ 6．9
24 コ ル ニ リ ア 牡5鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 454＋ 61：12．22
 37．6�
12 ロードレイライン 牡4鹿 57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 稲垣 幸雄 新ひだか へいはた牧場 462－ 8 〃 クビ 3．9�
36 � ミフトゥーロ 牝7鹿 55 嶋田 純次藤田 在子氏 西田雄一郎 日高 天羽 禮治 462－ 4 〃 アタマ 131．4�
612� コズミックマインド 牡4鹿 57 津村 明秀�レッドマジック田島 俊明 米 Candy Mead-

ows LLC B462＋ 41：12．3クビ 23．7�
48 ネヴァタップアウト 牡5栗 57

55 △永野 猛蔵西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B530－ 8 〃 クビ 9．1�
（14頭）

611 ブーケオブアイリス 牡4黒鹿57 木幡 巧也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 512＋ 2 （競走除外）

23 � ジェットマックス 牡5鹿 57 戸崎 圭太大野 剛嗣氏 森 秀行 米 C. Kidder
& N. Cole ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 112，489，500円 複勝： 147，674，700円 枠連： 58，625，400円
馬連： 220，553，400円 馬単： 78，654，700円 ワイド： 177，045，600円
3連複： 331，481，800円 3連単： 366，694，500円 計： 1，493，219，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 830円 � 650円 枠 連（8－8） 8，790円

馬 連 �� 4，560円 馬 単 �� 6，420円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 1，350円 �� 8，200円

3 連 複 ��� 24，000円 3 連 単 ��� 83，390円

票 数

単勝票数 差引計1124895（返還計 33558） 的中 � 283375（1番人気）
複勝票数 差引計1476747（返還計 72730） 的中 � 306494（1番人気）� 38342（12番人気）� 50461（9番人気）
枠連票数 差引計 586254（返還計 2898） 的中 （8－8） 5167（26番人気）
馬連票数 差引計2205534（返還計221075） 的中 �� 37434（17番人気）
馬単票数 差引計 786547（返還計 77748） 的中 �� 9176（25番人気）
ワイド票数 差引計1770456（返還計202013） 的中 �� 27107（18番人気）�� 34461（12番人気）�� 5416（70番人気）
3連複票数 差引計3314818（返還計642903） 的中 ��� 10358（86番人気）
3連単票数 差引計3666945（返還計676689） 的中 ��� 3188（275番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．6―12．5―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―34．1―46．6―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライフレッスンズ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．5．9 東京1着

2017．2．22生 牡5鹿 母 レ ジ ネ ッ タ 母母 アスペンリーフ 8戦3勝 賞金 28，200，000円
〔出走取消〕 ジェットマックス号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。
〔競走除外〕 ブーケオブアイリス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。疾病〔左前管部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻5分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ブーケオブアイリス号は，令和4年4月4日から令和4年5月3日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ココラ号・シセイタケル号

４レース目



（4中山3）第4日 4月3日（日曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 158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

202，670，000円
5，570，000円
24，220，000円
930，000円

25，270，000円
69，065，000円
5，053，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
708，605，800円
1，030，173，900円
262，118，000円
1，305，878，400円
601，052，900円
1，035，582，400円
1，991，398，500円
2，902，418，300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 9，837，228，200円

総入場人員 5，276名 （有料入場人員 4，967名）
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