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08085 4月19日 晴 重 （2中山3） 第8日 第1競走 ��1，200�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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

47 コーラルティアラ 牝3栗 54 横山 典弘 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 勇介 浦河 猿橋 義昭 460＋ 41：11．1 3．3�

11 シェーネメロディ 牝3黒鹿54 武 豊 �キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 468－ 41：11．63 4．7�
35 ナ ー ラ ッ ク 牝3栗 54

52 △木幡 育也�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 444＋ 21：11．7� 10．2�
611 ヤサカパフィー 牝3鹿 54 武藤 雅志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 イワミ牧場 472＋ 21：11．8� 2．9�
36 アイドルヲサガセ 牝3鹿 54 田辺 裕信福田 光博氏 小西 一男 新ひだか 増本牧場 438－ 61：12．22� 11．2	
714 エリーウェイ 牝3芦 54 武士沢友治谷川 正純氏 南田美知雄 新ひだか グランド牧場 462± 01：12．3� 25．3

12 バ ー グ マ ン 牝3青鹿54 吉田 豊中辻 明氏 菊沢 隆徳 新ひだか レースホース牧場 430－121：12．51 15．2�
713 トーホウカッフェ 牝3鹿 54 岩田 康誠東豊物産� 田中 清隆 千歳 社台ファーム 498－101：12．6� 51．9�
816 ツウカイエオス 牝3鹿 54 石川裕紀人木村 直樹氏 小笠 倫弘 新ひだか 萩澤 泰博 422－ 61：13．02� 33．4
612 エクメディノツルギ 牝3鹿 54 内田 博幸橋本慎太郎氏 深山 雅史 青森 有限会社

ラークヒルズ 424－ 41：13．31� 98．5�
815 ステラディウス 牝3芦 54 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 むかわ 市川牧場 496 ―1：13．93� 154．0�
23 ローズパルファン 牝3鹿 54 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 田中 剛 新ひだか 幌村牧場 426－12 〃 クビ 52．2�
24 マリノインスパイア 牝3栗 54 木幡 巧也�クラウン 和田 雄二 日高 クラウン日高牧場 448－141：14．43 320．4�
59 サンプルマン 牝3鹿 54 野中悠太郎 �加藤ステーブル 加藤 和宏 新冠 中地 義次 418＋ 21：14．72 378．5�
510 アンネローゼ 牝3鹿 54 中井 裕二�ミルファーム 大和田 成 千歳 社台ファーム 450 ―1：15．01� 188．5�
48 オールドパル 牝3青鹿54 津村 明秀髙橋 大氏 萩原 清 安平 追分ファーム 466 ― 〃 クビ 81．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，362，700円 複勝： 50，833，500円 枠連： 14，334，900円
馬連： 70，542，400円 馬単： 30，709，600円 ワイド： 54，074，800円
3連複： 107，930，600円 3連単： 111，991，500円 計： 472，780，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 200円 � 310円 枠 連（1－4） 560円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 450円 �� 560円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 3，640円 3 連 単 ��� 14，160円

票 数

単勝票数 計 323627 的中 � 77780（2番人気）
複勝票数 計 508335 的中 � 97770（2番人気）� 67740（3番人気）� 35349（6番人気）
枠連票数 計 143349 的中 （1－4） 19716（2番人気）
馬連票数 計 705424 的中 �� 57628（3番人気）
馬単票数 計 307096 的中 �� 13287（3番人気）
ワイド票数 計 540748 的中 �� 32340（3番人気）�� 25094（6番人気）�� 11345（14番人気）
3連複票数 計1079306 的中 ��� 22229（10番人気）
3連単票数 計1119915 的中 ��� 5734（38番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．2―12．2―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．7―45．9―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コーラルティアラ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．12．1 中山6着

2017．2．7生 牝3栗 母 コーラルグリッタ 母母 オールモストフォーエヴァー 6戦1勝 賞金 9，600，000円
※ツウカイエオス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

08086 4月19日 晴 重 （2中山3） 第8日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時30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

68 キ ャ ル ベ イ 牡3鹿 56 武 豊里見 治紀氏 田中 博康 日高 田端牧場 528＋ 41：53．3 1．2�
711 マイネルパイオニア 牡3鹿 56 D．レーン �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 浦河 ガーベラパー
クスタツド 460＋ 21：54．25 5．9�

（豪）

710 フォギーデイ 牝3青鹿54 武藤 雅岡田 隆寛氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 458± 01：54．62� 28．9�
44 ネ オ デ レ ヤ 牡3栗 56 松山 弘平西田 俊二氏 小西 一男 様似 猿倉牧場 486－ 41：55．23� 59．1�
22 フクサングレート 牡3鹿 56 野中悠太郎小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 478 ―1：55．62� 62．6�
56 ケ ン シ 牡3鹿 56 木幡 巧也鈴木 芳夫氏 黒岩 陽一 浦河 笹島 智則 464＋ 21：55．7� 276．4	
69 アドマイヤグルス 牡3鹿 56 田辺 裕信近藤 旬子氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 506－ 61：56．12� 18．1

33 ソ イ チ ー ノ �3芦 56 岩部 純二�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 502－ 4 〃 クビ 418．3�
57 マイネルエルガー 牡3栗 56 L．ヒューイットソン �サラブレッドクラブ・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 21：56．31� 7．9

（南ア）

813 ヤマタケピースフル �3鹿 56 中井 裕二山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 畠山牧場 450＋ 51：57．68 324．3�
812 ニシノヴァリアント 牡3鹿 56

54 △木幡 育也西山 茂行氏 稲垣 幸雄 新冠 村上 欽哉 466－ 61：57．92 300．2�
11 ペイシャオータム 牡3栗 56 田中 勝春北所 直人氏 高橋 義博 新冠 カミイスタット 456＋ 41：58．11� 84．0�
45 キビーラジャバル 牡3鹿 56 武士沢友治大倉 佑介氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 446± 01：59．05 373．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，971，600円 複勝： 157，661，000円 枠連： 9，164，100円
馬連： 48，793，100円 馬単： 40，962，200円 ワイド： 42，720，900円
3連複： 80，328，400円 3連単： 181，709，700円 計： 598，311，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 120円 � 170円 枠 連（6－7） 200円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 290円

ワ イ ド �� 140円 �� 230円 �� 540円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 1，240円

票 数

単勝票数 計 369716 的中 � 238868（1番人気）
複勝票数 計1576610 的中 � 1313242（1番人気）� 81496（2番人気）� 41442（5番人気）
枠連票数 計 91641 的中 （6－7） 35250（1番人気）
馬連票数 計 487931 的中 �� 133244（1番人気）
馬単票数 計 409622 的中 �� 104084（1番人気）
ワイド票数 計 427209 的中 �� 102990（1番人気）�� 44229（4番人気）�� 14677（7番人気）
3連複票数 計 803284 的中 ��� 92593（3番人気）
3連単票数 計1817097 的中 ��� 105751（3番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．3―12．8―12．8―12．7―12．7―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―37．3―50．1―1：02．9―1：15．6―1：28．3―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キ ャ ル ベ イ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Smoke Glacken デビュー 2019．12．21 中山3着

2017．2．14生 牡3鹿 母 クァンタムミス 母母 Quanah County 4戦1勝 賞金 10，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キビーラジャバル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月19日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第３回 中山競馬 第８日



08087 4月19日 晴 重 （2中山3） 第8日 第3競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走11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
1：08．7
1：08．7

重
重

815� ジッピーレーサー �3鹿 56 武藤 雅岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 458± 01：10．7 5．6�
59 � ヴァンデリオン 牡3栗 56 M．デムーロ村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 480－ 6 〃 クビ 3．0�
712 キャストロペトラ 牡3栗 56 江田 照男手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 田湯牧場 466＋ 41：11．44 13．1�
23 チートコード 牡3鹿 56 吉田 豊�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 508＋ 61：11．93 2．4�
22 プレミアムレイ 牝3青 54 丸山 元気 H.F Association 大竹 正博 日高 門別牧場 470－ 21：12．21	 14．1�
610 スーリエドヴェール 牝3鹿 54 柴田 善臣岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 タニグチ牧場 492－101：12．62	 382．2	
814 レジーナクィーン 牝3芦 54 横山 和生坂田 行夫氏 土田 稔 新冠 村上 進治 444－ 21：12．7クビ 116．8

713 サイモンバトラー 牡3鹿 56 田辺 裕信澤田 昭紀氏 矢野 英一 新ひだか 本桐牧場 B460－ 41：12．8	 48．9�
58 � サンメディル 牡3鹿 56 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 米
Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

490－ 21：13．54 30．4�
34 トレンディー 牡3鹿 56 中井 裕二平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 464＋ 41：13．82 254．7
35 ラッキーゾーン 牡3黒鹿 56

54 △木幡 育也小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 456± 01：14．33 345．3�
611 フォギーショコラ 牡3鹿 56 田中 勝春田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 小倉 光博 440＋ 41：14．4クビ 133．8�
11 イッサダワッショイ 牡3鹿 56 木幡 巧也細川 勝也氏 勢司 和浩 むかわ 高田 良一 492－ 21：14．5	 378．4�
47 マッチアドゥー 牝3青鹿54 野中悠太郎加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 434－22 〃 アタマ 282．3�
46 サンドストーム 牡3黒鹿56 石川裕紀人古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 漆原 武男 436＋101：14．82 9．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，956，300円 複勝： 56，375，300円 枠連： 11，550，300円
馬連： 63，352，600円 馬単： 29，419，800円 ワイド： 51，563，100円
3連複： 90，886，900円 3連単： 109，900，600円 計： 456，004，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 140円 � 250円 枠 連（5－8） 750円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 380円 �� 730円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 12，860円

票 数

単勝票数 計 429563 的中 � 60821（3番人気）
複勝票数 計 563753 的中 � 89884（3番人気）� 118105（2番人気）� 47547（5番人気）
枠連票数 計 115503 的中 （5－8） 11799（3番人気）
馬連票数 計 633526 的中 �� 55723（3番人気）
馬単票数 計 294198 的中 �� 11566（7番人気）
ワイド票数 計 515631 的中 �� 36519（3番人気）�� 17403（10番人気）�� 21249（7番人気）
3連複票数 計 908869 的中 ��� 26951（8番人気）
3連単票数 計1099006 的中 ��� 6191（40番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．9―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．6―46．5―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．1
3 9（12，15）（3，14）6（2，10）13，8（4，7）5，1＝11 4 9（12，15）3，14，2－（13，10）－（4，8，7）（5，6，1）－11

勝馬の
紹 介

�ジッピーレーサー �
�
父 City Zip �

�
母父 Banker’s Gold デビュー 2019．10．20 京都5着

2017．4．5生 �3鹿 母 Espial 母母 Miasma 4戦1勝 賞金 7，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンドストーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月19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〕 ラッキーゾーン号・フォギーショコラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月19日まで平

地競走に出走できない。

08088 4月19日 晴 重 （2中山3） 第8日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時30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

45 ロードスラッシュ 牡3黒鹿56 D．レーン �ロードホースクラブ 木村 哲也 浦河 大柳ファーム 462＋ 61：53．5 2．1�
（豪）

813 スペラメント 牡3鹿 56 横山 典弘吉田 智氏 和田 勇介 新ひだか 前谷 武志 512＋ 61：53．92� 2．9�
610 マッチザハッチ 牡3黒鹿56 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 482＋ 41：55．17 47．1�
711 アルコンシチー 牡3鹿 56 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 日高大洋牧場 454－ 41：55．2クビ 19．1�
33 カ ラ ヤ ン 牡3栗 56 横山 和生三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 476＋ 61：55．3� 27．5�
712 ショウナンマトイ 牡3黒鹿56 池添 謙一	湘南 稲垣 幸雄 新冠 アラキフアーム 482 ―1：55．62 12．5

34 サクラトラジャー 牡3栗 56 L．ヒューイットソン �さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 454＋ 21：56．13 32．8�

（南ア）

58 キ ヨ セ 牡3鹿 56 木幡 巧也中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか 小野 秀治 444－ 41：56．2� 22．3�
46 ファーステストクー 牝3青鹿54 武士沢友治荒井 城志氏 南田美知雄 浦河 中村 雅明 460－ 5 〃 アタマ 444．5
57 アナザーチャンス 牡3栗 56 内田 博幸岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド B448＋ 21：56．62� 26．9�
11 フロントフリップ 牡3黒鹿56 田辺 裕信吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 520－ 21：56．7クビ 43．2�
814 タイキグロワール 牡3黒鹿56 江田 照男	大樹ファーム 矢野 英一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B492＋10 〃 クビ 69．2�
69 ペイシャジャングル 牡3鹿 56 野中悠太郎北所 直人氏 深山 雅史 平取 二風谷ファーム 476＋ 21：58．7大差 283．5�
22 ラ テ ィ ノ ス 牡3鹿 56 松山 弘平小泉 修氏 小西 一男 浦河 高岸 順一 490－ 42：00．8大差 8．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，176，100円 複勝： 49，860，100円 枠連： 12，941，100円
馬連： 65，523，000円 馬単： 30，326，100円 ワイド： 58，295，900円
3連複： 96，890，200円 3連単： 115，332，200円 計： 467，344，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 130円 � 610円 枠 連（4－8） 360円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，760円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 10，450円

票 数

単勝票数 計 381761 的中 � 139170（1番人気）
複勝票数 計 498601 的中 � 119161（2番人気）� 120913（1番人気）� 12362（11番人気）
枠連票数 計 129411 的中 （4－8） 27590（1番人気）
馬連票数 計 655230 的中 �� 141920（1番人気）
馬単票数 計 303261 的中 �� 36111（1番人気）
ワイド票数 計 582959 的中 �� 95903（1番人気）�� 7187（22番人気）�� 9034（20番人気）
3連複票数 計 968902 的中 ��� 20303（9番人気）
3連単票数 計1153322 的中 ��� 7994（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．1―49．7―1：02．3―1：14．5―1：27．3―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F39．0
1
3
5（13，14）（9，12）（7，11）10（8，6，4）－（2，1，3）・（5，13）12（14，4）11（10，3）8，7，6，1－9＝2

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

勝馬の
紹 介

ロードスラッシュ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 Mineshaft デビュー 2019．8．18 新潟6着

2017．4．16生 牡3黒鹿 母 タ ッ チ ア ス 母母 Satin Sunrise 4戦1勝 賞金 6，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイシャジャングル号・ラティノス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月

19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〕 ペイシャジャングル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月19日まで平地競走に出走

できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



08089 4月19日 晴 重 （2中山3） 第8日 第5競走 ��
��2，200�3歳未勝利

発走12時20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

22 カフェキング 牡3黒鹿56 D．レーン 西川 光一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B474 ―2：17．2 2．2�
（豪）

11 コスモタイシ 牡3栗 56 津村 明秀岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 466＋ 6 〃 クビ 2．9�
711 ハクサンフルリール 牡3鹿 56 江田 照男河﨑 五市氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 B448－ 22：17．41� 34．7�
68 ケイティミラクル 牡3黒鹿56 横山 和生瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 松浦牧場 496＋ 42：17．61 16．2�
44 マイネルシエル 牡3青 56

54 △木幡 育也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 500＋ 22：17．92 6．8�

69 アースブレイブ 牡3青鹿56 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 富田牧場 452± 02：18．21� 41．6	
56 デルマダイヤモンド 牡3青鹿56 L．ヒューイットソン 浅沼 廣幸氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 446－ 22：18．73 14．3


（南ア）

812 ミユキリバタリアン 牡3黒鹿56 武士沢友治長井 純一氏 小手川 準 むかわ 貞広 賢治 478－ 22：18．8	 299．0�
813 コ ス モ オ リ 牡3栗 56 石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 22：19．43	 26．9
33 
 キンバリープロセス 牡3栗 56 岩田 康誠ゴドルフィン 手塚 貴久 米 KatieRich

Farms B504＋ 42：19．5� 17．7�
45 カ ピ テ ル 牡3黒鹿56 木幡 巧也ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 加藤 重治 486－ 42：19．71� 32．2�
710 シゲルペガススザ 牡3鹿 56 柴田 善臣森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 480－ 42：19．8	 307．4�
57 レ イ ル チ ル 牡3栗 56 岩部 純二上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 B450－ 82：20．97 169．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，854，300円 複勝： 45，395，900円 枠連： 10，488，700円
馬連： 60，381，100円 馬単： 27，969，500円 ワイド： 49，496，100円
3連複： 89，150，300円 3連単： 110，250，600円 計： 432，986，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 130円 � 410円 枠 連（1－2） 410円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，230円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 7，280円

票 数

単勝票数 計 398543 的中 � 143054（1番人気）
複勝票数 計 453959 的中 � 101168（2番人気）� 115251（1番人気）� 17616（9番人気）
枠連票数 計 104887 的中 （1－2） 19561（1番人気）
馬連票数 計 603811 的中 �� 116315（1番人気）
馬単票数 計 279695 的中 �� 34535（1番人気）
ワイド票数 計 494961 的中 �� 76377（1番人気）�� 8836（17番人気）�� 12966（11番人気）
3連複票数 計 891503 的中 ��� 25807（8番人気）
3連単票数 計1102506 的中 ��� 10970（13番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―12．5―12．5―13．0―12．7―12．7―12．3―12．1―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．7―37．2―49．7―1：02．7―1：15．4―1：28．1―1：40．4―1：52．5―2：04．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．8
1
3
11，7，4，9（1，5）6（2，12）（3，13）8－10
11（7，4，8）（9，5，12）1（2，6，13）10，3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カフェキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2017．4．19生 牡3黒鹿 母 エアマグダラ 母母 エアデジャヴー 1戦1勝 賞金 5，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 シゲルペガススザ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月19日まで平地競走に出走

できない。
※ハクサンフルリール号・マイネルシエル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

08090 4月19日 晴 重 （2中山3） 第8日 第6競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走12時55分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

79 ダノンファスト 牡3黒鹿56 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 462＋ 61：51．0 1．5�
44 キタノオクトパス 牡3鹿 56 田辺 裕信北所 直人氏 高木 登 新ひだか 見上牧場 546＋ 21：51．63� 4．0�
55 イマジナリーライン 牡3栗 56 C．ルメール �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 490－ 41：51．7� 8．5�
810 ニーズヘッグ 牝3鹿 54 横山 和生 �YGGホースクラブ 小野 次郎 森 笹川大晃牧場 480＋ 41：52．02 35．3�
66 ジ ャ ッ ジ 牡3鹿 56 中井 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 484－ 81：52．63� 42．8	
78 � アメリカンフェイス 牡3栗 56 武 豊吉澤 克己氏 戸田 博文 米 George

Krikorian 474± 0 〃 クビ 9．4

33 ヤマノマタカ 牡3鹿 56 石川裕紀人澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 468＋ 41：52．81	 140．7�
22 セクシーフェイス 牝3黒鹿54 松山 弘平 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 432－ 21：52．9クビ 58．9�
67 インナーアリュール 牡3鹿 56

54 △木幡 育也平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 462－ 61：53．22 111．9
11 フォーチュネイト 牡3鹿 56 武士沢友治小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 須崎牧場 B450－ 6 〃 ハナ 60．2�
811 ヴィクトワールボス 牡3黒鹿56 木幡 巧也小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 506－ 61：53．51
 26．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 56，034，800円 複勝： 173，355，100円 枠連： 13，202，800円
馬連： 75，308，700円 馬単： 48，505，400円 ワイド： 63，049，800円
3連複： 116，571，900円 3連単： 208，997，200円 計： 755，025，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連（4－7） 250円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 150円 �� 360円 �� 520円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 1，930円

票 数

単勝票数 計 560348 的中 � 287503（1番人気）
複勝票数 計1733551 的中 � 1248152（1番人気）� 162898（2番人気）� 67165（4番人気）
枠連票数 計 132028 的中 （4－7） 40722（1番人気）
馬連票数 計 753087 的中 �� 216815（1番人気）
馬単票数 計 485054 的中 �� 106098（1番人気）
ワイド票数 計 630498 的中 �� 139866（1番人気）�� 38753（4番人気）�� 24407（7番人気）
3連複票数 計1165719 的中 ��� 102316（2番人気）
3連単票数 計2089972 的中 ��� 78198（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．6―12．6―11．9―12．3―12．2―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．8―49．4―1：01．3―1：13．6―1：25．8―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンファスト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．11．3 東京3着

2017．5．4生 牡3黒鹿 母 ダンスファンタジア 母母 ダンスインザムード 5戦2勝 賞金 18，400，000円



08091 4月19日 晴 重 （2中山3） 第8日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

811 ソルドラード 牡4鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 510＋ 81：52．1 1．6�
44 ジェイケイエース 牡4鹿 57 田辺 裕信小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 536＋ 21：52．84 5．0�
11 パ シ ー ジ ョ 牡4鹿 57 津村 明秀前田 幸治氏 田中 博康 新ひだか 築紫 洋 474－ 81：53．22� 181．5�
78 ベルジュネス �4鹿 57 L．ヒューイットソン 岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 B456± 0 〃 ハナ 7．0�

（南ア）

55 クリノクーニング 牡5鹿 57 江田 照男栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 458－ 61：53．4� 16．0�
810 シ ン ラ イ 牡4芦 57 丸山 元気丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 474－ 61：53．82� 5．5	
79 ディライトラッシュ 牡6鹿 57 木幡 巧也 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 深山 雅史 浦河 小倉牧場 B498－ 4 〃 ハナ 126．5�
33 タツオウカランブ 牝5栗 55 岩田 康誠鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 502± 01：54．33 64．5�
67 スペロラルーチェ 牝4栗 55 野中悠太郎岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 八木 明広 428＋ 81：54．4� 248．3
66 	 ブラックアンバー 牡4黒鹿 57

55 △木幡 育也田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 大栄牧場 524± 01：54．5� 42．1�
22 	 セ イ ゲ イ ル 牡5鹿 57 中井 裕二金田 成基氏 武市 康男 白老 習志野牧場 494－ 61：55．35 307．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 50，289，900円 複勝： 68，967，500円 枠連： 13，105，200円
馬連： 69，732，800円 馬単： 46，043，000円 ワイド： 52，954，200円
3連複： 93，210，700円 3連単： 179，898，200円 計： 574，201，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 840円 枠 連（4－8） 320円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，740円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 6，970円 3 連 単 ��� 13，580円

票 数

単勝票数 計 502899 的中 � 244528（1番人気）
複勝票数 計 689675 的中 � 360924（1番人気）� 107063（2番人気）� 7469（8番人気）
枠連票数 計 131052 的中 （4－8） 31293（1番人気）
馬連票数 計 697328 的中 �� 139842（1番人気）
馬単票数 計 460430 的中 �� 75898（1番人気）
ワイド票数 計 529542 的中 �� 90270（1番人気）�� 6636（18番人気）�� 3663（24番人気）
3連複票数 計 932107 的中 ��� 10024（21番人気）
3連単票数 計1798982 的中 ��� 9599（46番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．7―12．6―11．8―11．8―12．2―13．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．2―49．8―1：01．6―1：13．4―1：25．6―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ソルドラード �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．8．4 新潟3着

2016．1．24生 牡4鹿 母 ラ ド ラ ー ダ 母母 レディブロンド 6戦2勝 賞金 18，300，000円
※シンライ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

08092 4月19日 晴 稍重 （2中山3） 第8日 第8競走 ��
��1，600�

す み だ が わ

隅 田 川 特 別
発走13時55分 （芝・右・外）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

79 アヴィオール 牝5鹿 55 D．レーン 吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B468＋101：35．1 8．0�
（豪）

67 スペキュラース 牝4黒鹿55 木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 4 〃 アタマ 25．3�
811 アイスフィヨルド 牡5芦 57 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 452－ 21：35．2クビ 17．3�
44 ゲ バ ラ 牡4鹿 57 M．デムーロ �ニッシンホールディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 470－ 4 〃 クビ 1．4�
33 � アランブレラ 牡5栗 57 L．ヒューイットソン �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 556± 01：35．3クビ 9．1	

（南ア）

56 ウインオルビット 牡5鹿 57 内田 博幸�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B494＋ 4 〃 クビ 136．4

68 ロードプレミアム 牡7黒鹿57 丸山 元気 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 506＋ 21：35．4	 49．3�
710 ネームユアポイズン 
6鹿 57 福永 祐一 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 480＋ 8 〃 クビ 101．8�
11 ショーンガウアー 
5栗 57 津村 明秀 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B500± 01：35．6� 23．9
55 マイティーワークス 牝5青鹿55 野中悠太郎中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B474－ 21：35．81� 125．3�
22 ブランクエンド 牡4鹿 57 武 豊諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 476＋ 41：36．22	 10．0�
812 シベリアンタイガー 
9鹿 57 松山 弘平岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 増本 良孝 488＋ 21：36．51� 39．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 62，003，200円 複勝： 134，113，200円 枠連： 15，707，400円
馬連： 78，383，200円 馬単： 49，855，600円 ワイド： 67，332，600円
3連複： 118，394，100円 3連単： 207，147，500円 計： 732，936，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 480円 � 920円 � 620円 枠 連（6－7） 5，440円

馬 連 �� 8，170円 馬 単 �� 19，280円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 1，330円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 16，320円 3 連 単 ��� 147，960円

票 数

単勝票数 計 620032 的中 � 61683（2番人気）
複勝票数 計1341132 的中 � 76260（2番人気）� 37122（6番人気）� 57456（5番人気）
枠連票数 計 157074 的中 （6－7） 2237（15番人気）
馬連票数 計 783832 的中 �� 7431（22番人気）
馬単票数 計 498556 的中 �� 1939（36番人気）
ワイド票数 計 673326 的中 �� 9342（19番人気）�� 13095（13番人気）�� 11044（15番人気）
3連複票数 計1183941 的中 ��� 5438（49番人気）
3連単票数 計2071475 的中 ��� 1015（280番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．6―11．4―11．5―11．6―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―35．7―47．1―58．6―1：10．2―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F36．5

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

勝馬の
紹 介

アヴィオール �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 Observatory デビュー 2018．4．29 東京1着

2015．2．15生 牝5鹿 母 ヴ ェ ル ダ 母母 Viavigoni 12戦3勝 賞金 36，766，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



08093 4月19日 晴 稍重 （2中山3） 第8日 第9競走 ��
��2，000�

か の う ざ ん

鹿 野 山 特 別
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下），31．4．13以降2．4．12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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

22 ゴールドスミス �6黒鹿55 武 豊ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512＋ 22：03．0 6．2�

44 ヴァンランディ 牡4鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 クビ 2．1�
11 エターナルヴィテス 牡4鹿 55 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 482± 02：03．1� 22．4�
45 	 クリノオスマン �6栗 54 M．デムーロ栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 454＋ 22：03．2
 8．5�
57 ルックスマート 牡5鹿 55 L．ヒューイットソン 平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 480＋ 22：03．3クビ 24．6�

（南ア）

68 マイネルズイーガー 牡6栗 54 野中悠太郎 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 514± 02：03．4� 12．6


813 マイネルステレール 牡4鹿 55 津村 明秀 	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 482＋ 22：03．61� 10．4�

33 ア シ ェ ッ ト 牝5鹿 51 武士沢友治加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 440± 02：03．7
 28．9�
56 ストロングレヴィル 牡6黒鹿54 松山 弘平村木 篤氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 22：03．8クビ 6．8
812 テンワールドレイナ 牝5栗 52 石川裕紀人天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 480－ 6 〃 アタマ 19．6�
710 エニグマバリエート 牡8青鹿53 吉田 豊平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 496＋ 22：04．22� 122．6�
69 	 タニノホウザン 牡6栗 52 木幡 育也谷口 祐人氏 星野 忍 むかわ 清水ファーム 480＋ 22：04．3� 375．1�
711 スズカヴァンガード �9栗 52 武藤 雅永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 494＋ 4 〃 ハナ 257．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，902，400円 複勝： 72，506，800円 枠連： 20，823，300円
馬連： 108，884，900円 馬単： 48，228，900円 ワイド： 75，089，200円
3連複： 155，121，300円 3連単： 195，378，200円 計： 728，935，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 120円 � 400円 枠 連（2－4） 680円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，950円 �� 810円

3 連 複 ��� 4，250円 3 連 単 ��� 21，290円

票 数

単勝票数 計 529024 的中 � 67483（2番人気）
複勝票数 計 725068 的中 � 89813（2番人気）� 216598（1番人気）� 31498（8番人気）
枠連票数 計 208233 的中 （2－4） 23684（3番人気）
馬連票数 計1088849 的中 �� 110555（2番人気）
馬単票数 計 482289 的中 �� 17951（7番人気）
ワイド票数 計 750892 的中 �� 60145（2番人気）�� 9071（26番人気）�� 23195（8番人気）
3連複票数 計1551213 的中 ��� 27323（13番人気）
3連単票数 計1953782 的中 ��� 6651（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．2―38．3―50．8―1：03．3―1：15．3―1：27．2―1：39．0―1：50．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドスミス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Cape Cross デビュー 2016．12．11 中山1着

2014．5．13生 �6黒鹿 母 ザ ミ リ ア 母母 Angelic Sounds 15戦4勝 賞金 53，983，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

08094 4月19日 晴 稍重 （2中山3） 第8日 第10競走 ��
��1，200�

けいよう

京葉ステークス（Ｌ）
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815 ヒロシゲゴールド 牡5青鹿56 藤岡 康太�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 B466－ 81：09．2 8．9�
23 テーオージーニアス 牡5鹿 57 岩田 康誠小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 504± 01：09．41	 3．8�
12 ホウショウナウ 牡5栗 57 武 豊芳賀美知子氏 河内 洋 日高 新井 昭二 518－ 41：09．5クビ 6．7�
47 
 リュウノユキナ 牡5芦 56 柴田 善臣蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム B502± 0 〃 クビ 35．6�
714 シ ュ ウ ジ 牡7鹿 59 C．ルメール 安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 504－ 21：09．6クビ 5．8�
11 ノーフィアー 牡6栗 56 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 494± 0 〃 クビ 14．4	
48 ビックリシタナモー 牡6黒鹿56 L．ヒューイットソン 小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 508－ 6 〃 ハナ 74．8


（南ア）

59 ミッキーワイルド 牡5鹿 58 D．レーン 野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 506－ 21：09．7クビ 6．6�
（豪）

24 タ ガ ノ ア ム 牝5鹿 54 吉田 豊八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 490＋10 〃 クビ 148．9�

510 カッパツハッチ 牝5鹿 54 丸山 元気�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 480－ 21：09．8クビ 12．6
36 スナークライデン 牡6芦 56 田辺 裕信杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 480－ 6 〃 クビ 47．2�
612 レッドゲルニカ �7鹿 57 福永 祐一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 552± 01：09．9クビ 64．7�
713 ハングリーベン 牡6鹿 56 内田 博幸石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 B448－ 21：10．0	 115．9�
611 アシャカダイキ 牝6鹿 54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 クビ 79．4�
816 ヴァニラアイス 牝4鹿 54 M．デムーロ�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 448－ 81：10．2� 8．1�
35 ヨ シ オ 牡7鹿 57 松山 弘平岩見 裕輔氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 484－ 4 〃 クビ 33．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 73，732，100円 複勝： 116，005，200円 枠連： 35，944，600円
馬連： 183，521，400円 馬単： 62，576，400円 ワイド： 131，554，800円
3連複： 292，158，200円 3連単： 287，416，900円 計： 1，182，909，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 310円 � 150円 � 210円 枠 連（2－8） 800円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 4，490円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，590円 �� 420円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 27，170円

票 数

単勝票数 計 737321 的中 � 65622（6番人気）
複勝票数 計1160052 的中 � 80491（6番人気）� 242558（1番人気）� 139629（3番人気）
枠連票数 計 359446 的中 （2－8） 34680（2番人気）
馬連票数 計1835214 的中 �� 71032（5番人気）
馬単票数 計 625764 的中 �� 10442（12番人気）
ワイド票数 計1315548 的中 �� 42508（6番人気）�� 19883（19番人気）�� 87678（1番人気）
3連複票数 計2921582 的中 ��� 52107（9番人気）
3連単票数 計2874169 的中 ��� 7668（62番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―10．9―11．8―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―32．9―44．7―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F36．3
3 15（10，13）（7，16）（1，12）－14，5（6，2）（3，8，11）9，4 4 15，13（10，16）（7，12）（1，14）5，2（3，6，8，11）（4，9）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ヒロシゲゴールド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブラックタキシード デビュー 2017．8．12 小倉1着

2015．5．6生 牡5青鹿 母 エフテーストライク 母母 イチヨシロマン 18戦5勝 賞金 84，087，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ノーフィアー号の騎手江田照男は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・9番）
※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。
（非抽選馬） 4頭 コズミックフォース号・ハットラブ号・フェニックスマーク号・ブレスジャーニー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



08095 4月19日 晴 稍重 （2中山3） 第8日 第11競走 ��
��2，000�第80回皐 月 賞（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
牡・牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，牡馬57�，牝馬55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・中山馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 110，000，000円 44，000，000円 28，000，000円 17，000，000円 11，000，000円
付 加 賞 24，633，000円 7，038，000円 3，519，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：57．8
1：56．1
1：57．8

良
良
良

11 コントレイル 牡3青鹿57 福永 祐一前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462± 02：00．7 2．7�

47 サ リ オ ス 牡3栗 57 D．レーン �シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 536－ 22：00．8� 3．8�
（豪）

816 ガロアクリーク 牡3鹿 57 L．ヒューイットソン 水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 498＋ 22：01．43� 41．2�
（南ア）

48 ウインカーネリアン 牡3栗 57 田辺 裕信�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 484－ 22：01．61	 360．0�
35 サトノフラッグ 牡3鹿 57 C．ルメール �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488－ 42：01．81	 3．6	
713
 ダーリントンホール 牡3鹿 57 M．デムーロゴドルフィン 木村 哲也 英 Canning

Bloodstock Ltd 516－10 〃 クビ 18．5

23 コ ル テ ジ ア 牡3青鹿57 松山 弘平前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 62：01．9� 100．9�
817 ヴェルトライゼンデ 牡3黒鹿57 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 486－ 4 〃 ハナ 13．0�
59 ブラックホール 牡3黒鹿57 石川裕紀人芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 432＋ 22：02．11	 99．5
36 ディープボンド 牡3青鹿57 横山 典弘前田 晋二氏 大久保龍志 新冠 村田牧場 484－ 6 〃 アタマ 360．9�
12 レクセランス 牡3鹿 57 北村 友一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 482－ 4 〃 アタマ 62．9�
510
 アメリカンシード 牡3鹿 57 丸山 元気吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 Courtlandt

Farm 464－ 82：02．2クビ 319．1�
612 マイラプソディ 牡3青鹿57 武 豊�キーファーズ 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504－ 4 〃 アタマ 22．6�
818 ビターエンダー 牡3鹿 57 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新ひだか 桜井牧場 464＋ 42：02．41	 81．2�
715 ラインベック 牡3黒鹿57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476＋ 8 〃 クビ 160．8�
611 クリスタルブラック 牡3黒鹿57 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 474－ 22：02．5� 14．6�
714 キメラヴェリテ 牡3黒鹿57 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 538± 02：02．6クビ 63．5�
24 テ ン ピ ン 牡3黒鹿57 中井 裕二ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 500－ 22：03．34 237．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 814，460，600円 複勝： 690，018，300円 枠連： 390，912，100円 馬連： 2，169，927，200円 馬単： 911，993，900円
ワイド： 1，109，702，200円 3連複： 3，547，170，800円 3連単： 5，737，629，600円 5重勝： 739，142，900円 計： 16，110，957，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 170円 � 690円 枠 連（1－4） 640円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 330円 �� 2，250円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 9，150円 3 連 単 ��� 26，310円

5 重 勝
対象競走：阪神10R／中山10R／福島11R／阪神11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 1，394，600円

票 数

単勝票数 計8144606 的中 � 2389054（1番人気）
複勝票数 計6900183 的中 � 1553616（1番人気）� 1093033（3番人気）� 177229（9番人気）
枠連票数 計3909121 的中 （1－4） 471752（2番人気）
馬連票数 計21699272 的中 �� 2693796（2番人気）
馬単票数 計9119939 的中 �� 610706（3番人気）
ワイド票数 計11097022 的中 �� 1002665（2番人気）�� 117237（20番人気）�� 100567（24番人気）
3連複票数 計35471708 的中 ��� 290601（25番人気）
3連単票数 計57376296 的中 ��� 158052（72番人気）
5重勝票数 計7391429 的中 ����� 371

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．5―35．6―47．4―59．8―1：12．7―1：24．9―1：36．8―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3

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

2
4

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

コントレイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．9．15 阪神1着

2017．4．1生 牡3青鹿 母 ロードクロサイト 母母 Folklore 4戦4勝 賞金 245，900，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりコントレイル号・サリオス号・ガロアクリーク号・ウインカーネリアン号・サトノフラッグ号は，
東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

08096 4月19日 晴 稍重 （2中山3） 第8日 第12競走 ��
��1，600�

しゅんきょう

春興ステークス
発走16時25分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．4．13以降2．4．12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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，260，000
2，260，000

円
円

付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード
中央レコード

1：30．3
1：30．3

良
良

44 レッドサイオン 牡4鹿 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 452－ 81：34．7 4．4�
33 フォルコメン 牡4鹿 56 D．レーン �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 514＋ 2 〃 ハナ 2．5�

（豪）

68 ロフティフレーズ 牝5黒鹿53 丸山 元気水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 456－ 6 〃 クビ 17．6�
79 ウインフェニックス 牡9鹿 54 内田 博幸�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 B476－141：34．8クビ 213．8�
812� クラヴィスオレア �4黒鹿54 木幡 育也多田 信尊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 B472± 0 〃 同着 22．0	
56 エクセランフィーユ 牝4鹿 53 M．デムーロ �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 422± 0 〃 クビ 13．0

22 レッドレグナント 牝5鹿 51 武藤 雅 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：34．9	 33．6�
11 ダノンジャスティス 牡4鹿 55 津村 明秀�ダノックス 田中 博康 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：35．11
 50．9�
811 ニシノカツナリ 牡4青鹿56 田辺 裕信西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 478－ 21：35．2� 3．3
55 スーパーブレイク 牡6黒鹿55 吉田 豊堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 480＋ 41：35．41
 26．7�
67 スマートエレメンツ 牡6鹿 55 武 豊大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 530＋121：35．61
 18．1�

710 オ ハ ナ 牝5青鹿52 藤岡 康太金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム B434－ 4 〃 ハナ 82．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 159，976，300円 複勝： 158，073，700円 枠連： 48，472，800円
馬連： 279，284，600円 馬単： 132，117，700円 ワイド： 199，525，300円
3連複： 423，542，600円 3連単： 676，325，100円 計： 2，077，318，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 130円 � 290円 枠 連（3－4） 550円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 290円 �� 950円 �� 680円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 15，080円

票 数

単勝票数 計1599763 的中 � 290488（3番人気）
複勝票数 計1580737 的中 � 243011（3番人気）� 396688（1番人気）� 103805（6番人気）
枠連票数 計 484728 的中 （3－4） 68231（2番人気）
馬連票数 計2792846 的中 �� 381314（2番人気）
馬単票数 計1321177 的中 �� 70019（4番人気）
ワイド票数 計1995253 的中 �� 198565（2番人気）�� 49141（13番人気）�� 71421（8番人気）
3連複票数 計4235426 的中 ��� 102494（10番人気）
3連単票数 計6763251 的中 ��� 32496（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―35．6―47．1―58．3―1：09．8―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F36．4

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

勝馬の
紹 介

レッドサイオン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．2．11 東京3着

2016．4．17生 牡4鹿 母 レッドベルフィーユ 母母 マ ン ダ ラ ラ 9戦4勝 賞金 59，786，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（2中山3）第8日 4月19日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 164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

422，210，000円
5，620，000円
31，300，000円
36，910，000円
53，230，000円
69，594，500円
5，176，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
1，459，720，300円
1，773，165，600円
596，647，300円
3，273，635，000円
1，458，708，100円
1，955，358，900円
5，211，356，000円
8，121，977，300円
739，142，900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
5 重 勝
計 24，589，711，400円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第3回中山競馬第8日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。



令和2年度 第3回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，360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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，205，620，000円
31，040，000円
204，920，000円
49，400，000円
261，880，000円
3，500，000円
571，958，750円
40，974，500円
13，056，000円

勝馬投票券売得金
5，628，380，600円
8，457，104，500円
2，179，312，000円
11，978，411，400円
5，226，568，100円
8，352，976，400円
18，795，358，500円
25，555，934，500円
739，142，900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
5 重 勝
計 86，913，188，900円

総入場延人員 0名 （有料入場延人員 0名）

特 記 事 項
第 3回中山競馬は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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