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08049 4月10日 晴 良 （3中山3） 第5日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

47 ノアファンタジー 牝3鹿 54
51 ▲横山 琉人佐山 公男氏 大江原 哲 新ひだか 原口牧場 466＋ 21：11．4 1．9�

816 スリーマイトコーズ 牝3栗 54 M．デムーロ永井商事� 田中 剛 浦河 村中牧場 450＋ 21：12．25 3．2�
611 リトルカプリース 牝3青 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 418－ 61：13．26 8．4�
815 ネオトリニティー 牝3鹿 54 内田 博幸フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 414＋ 61：13．3� 47．7�
23 キュートラン 牝3鹿 54 吉田 豊岡村 善行氏 高橋 文雅 日高 前野牧場 B460－ 4 〃 アタマ 13．9�
12 アウリッシュ 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456＋ 21：13．5� 46．8	

35 リテラチュア 牝3青鹿54 武藤 雅吉田 照哉氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 414＋10 〃 クビ 204．9

612 バナナムーン 牝3鹿 54 木幡 巧也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新ひだか 大滝 康晴 446－101：13．6クビ 326．1�
24 エミーブリッツ 牝3栗 54 原田 和真今井 優氏 小桧山 悟 日高 クリアファーム 412± 0 〃 アタマ 140．5�
510 リュウノクララ 牝3芦 54 横山 和生蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 454＋ 81：13．91� 15．0
48 ア ナ マ リ ー 牝3青鹿54 北村 宏司ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450－101：14．0クビ 16．7�
36 マザーフェイヴァー 牝3鹿 54 野中悠太郎�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 428＋ 21：14．21� 29．8�
59 ブレイキンルース 牝3青鹿54 岩田 望来石井 義人氏 中川 公成 新ひだか 上野 正恵 418± 01：14．31 161．5�
11 ナムラスパロー 牝3青鹿 54

51 ▲原 優介奈村 睦弘氏 武市 康男 日高 いとう牧場 390－201：14．93� 136．5�
714 ビップアトレー 牝3栗 54

53 ☆木幡 育也鈴木 邦英氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 408－ 21：15．96 220．0�
713 サンタスカルーサ 牝3黒鹿54 的場 勇人 �加藤ステーブル 的場 均 浦河 惣田 英幸 396 ―1：19．3大差 506．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，217，700円 複勝： 63，238，700円 枠連： 12，320，000円
馬連： 69，569，500円 馬単： 33，490，500円 ワイド： 56，138，100円
3連複： 109，583，500円 3連単： 127，618，000円 計： 511，176，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 170円 枠 連（4－8） 290円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 180円 �� 430円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 3，160円

票 数

単勝票数 計 392177 的中 � 160547（1番人気）
複勝票数 計 632387 的中 � 237448（1番人気）� 130845（2番人気）� 59225（3番人気）
枠連票数 計 123200 的中 （4－8） 32152（1番人気）
馬連票数 計 695695 的中 �� 156166（1番人気）
馬単票数 計 334905 的中 �� 44434（1番人気）
ワイド票数 計 561381 的中 �� 95117（1番人気）�� 29134（6番人気）�� 31283（4番人気）
3連複票数 計1095835 的中 ��� 72710（3番人気）
3連単票数 計1276180 的中 ��� 29263（2番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―12．1―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．3―46．4―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノアファンタジー �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 メジロライアン デビュー 2020．7．18 福島8着

2018．5．8生 牝3鹿 母 メジロベイシンガー 母母 メジロストーク 10戦1勝 賞金 13，680，000円
〔制裁〕 アウリッシュ号の騎手永野猛蔵は，3コーナー通過後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンタスカルーサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月10日まで平地競

走に出走できない。
ビップアトレー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月10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〕 ナムラスパロー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月10日まで平地競走に出走でき
ない。

08050 4月10日 晴 良 （3中山3） 第5日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

33 ロイヤルダンス 牡3青鹿56 C．ルメール 上野 直樹氏 林 徹 新冠 山岡ファーム 480＋ 41：54．3 1．7�
11 デルマタモン 牡3栗 56 横山 和生浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 498－ 61：54．4� 2．9�
45 ネオヒューズ 牡3栗 56 丸山 元気西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 482－ 61：55．78 11．9�
711 ノアウィンザー 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗佐山 公男氏 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 442－121：55．91 49．6�
710 トーセンマーク 牡3栗 56 北村 宏司島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 510＋ 61：56．1� 20．9�
813 ナ ヴ ィ リ オ 牡3鹿 56 木幡 巧也	G1レーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 492－ 21：56．31� 35．2

812 マ リ ア ッ チ 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵内藤 好江氏 中野 栄治 新ひだか キヨタケ牧場 470± 01：56．51� 392．6�
56 ミ ソ ラ イ ロ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介�ターフ・スポート高柳 大輔 新ひだか グローリーファーム 450＋ 8 〃 ハナ 247．8
68 タツセンジンムソウ 牡3黒鹿56 武士沢友治鈴木 髙幸氏 古賀 史生 新ひだか ニッコウファーム 482－ 41：56．6� 94．5�
69 シャークウォーニン 牡3鹿 56 原田 和真井上 久光氏 小桧山 悟 日高 サンバマウン

テンファーム 466＋ 21：56．81� 338．4�
44 アミラルレジェンド 牡3黒鹿56 田辺 裕信吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 508－ 41：57．01 7．4�
22 カフェファンタスト 牡3栗 56

53 ▲横山 琉人西川 恭子氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 496＋ 2 〃 クビ 162．3�
57 � ミ ラ テ ィ オ 牝3芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 米 MMM

Stables 530－ 22：00．8大差 137．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 37，990，400円 複勝： 84，994，800円 枠連： 11，018，700円
馬連： 50，372，000円 馬単： 30，682，200円 ワイド： 42，879，800円
3連複： 75，723，300円 3連単： 136，366，400円 計： 470，027，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 190円 枠 連（1－3） 230円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 370円

ワ イ ド �� 140円 �� 360円 �� 490円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 1，990円

票 数

単勝票数 計 379904 的中 � 171047（1番人気）
複勝票数 計 849948 的中 � 538100（1番人気）� 122144（2番人気）� 35842（4番人気）
枠連票数 計 110187 的中 （1－3） 36724（1番人気）
馬連票数 計 503720 的中 �� 167859（1番人気）
馬単票数 計 306822 的中 �� 61270（1番人気）
ワイド票数 計 428798 的中 �� 106889（1番人気）�� 25216（4番人気）�� 17383（7番人気）
3連複票数 計 757233 的中 ��� 79104（2番人気）
3連単票数 計1363664 的中 ��� 49662（4番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―12．9―13．0―12．6―12．8―12．7―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―38．0―51．0―1：03．6―1：16．4―1：29．1―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルダンス �
�
父 ガ ル ボ �

�
母父 マイネルセレクト デビュー 2020．9．13 中山9着

2018．4．21生 牡3青鹿 母 ブ セ ナ 母母 パールフレイヤ 7戦1勝 賞金 13，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミラティオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月10日まで平地競走に出

走できない。
※ネオヒューズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第３回 中山競馬 第５日



08051 4月10日 晴 良 （3中山3） 第5日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

510 マイネルアミスター 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 丸村村下

ファーム 480－ 81：12．4 128．7�
23 カ ズ オ 牡3栗 56 横山 和生國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 486＋ 41：12．5� 4．7�
36 マサカウマザンマイ 牡3鹿 56 野中悠太郎鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム B472＋ 61：13．35 35．1�
12 シャイニングマーズ 牡3鹿 56 M．デムーロ畑佐 博氏 伊藤 大士 新ひだか 神垣 道弘 492± 01：13．51� 9．3�
48 オープンワールド 牡3青鹿56 吉田 豊�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 476＋ 4 〃 クビ 15．3�
59 シゲルカチョウホサ 牝3鹿 54 柴田 善臣森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか グローリーファーム 468－ 61：13．6� 150．4	
35 ビヨンドザシーン 牡3黒鹿56 内田 博幸
ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 460± 01：13．92 17．4�
611 ネ ズ コ 牝3黒鹿54 岩田 望来 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 日高 浦新 徳司 444＋ 21：14．0クビ 29．4�
24 トーセンガイア 牝3鹿 54

51 ▲原 優介島川 哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 458＋ 8 〃 クビ 9．0�

816 イ ダ リ ス 牝3青鹿54 石川裕紀人松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 428－ 21：14．1クビ 271．3�
47 サ ン ミ ラ ー 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 440－ 81：14．73� 52．2�
815 グランディス 牡3鹿 56 田辺 裕信石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 栄進牧場 460－ 21：14．9� 1．7�
612 ラ ピ ラ ー タ 牝3芦 54

51 ▲横山 琉人
谷川牧場 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 474± 01：15．0� 42．8�
713 フィジータイム 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗 
スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 490－ 61：21．0大差 156．4�
714 デ ュ ラ ン タ �3鹿 56 嶋田 純次
ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム B482－12 （競走中止） 300．2�

（15頭）
11 イルクオーレ 牡3鹿 56 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 浦河 杵臼牧場 506± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，621，000円 複勝： 38，708，400円 枠連： 12，390，200円
馬連： 26，675，700円 馬単： 12，723，500円 ワイド： 25，525，700円
3連複： 27，863，200円 3連単： 35，007，000円 計： 203，514，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 12，870円 複 勝 � 2，520円 � 200円 � 790円 枠 連（2－5） 12，100円

馬 連 �� 22，470円 馬 単 �� 65，360円

ワ イ ド �� 6，620円 �� 21，060円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 155，950円 3 連 単 ��� 1，586，250円

票 数

単勝票数 差引計 246210（返還計101254） 的中 � 1530（11番人気）
複勝票数 差引計 387084（返還計142434） 的中 � 3349（11番人気）� 64799（2番人気）� 11467（9番人気）
枠連票数 差引計 123902（返還計 6302） 的中 （2－5） 793（20番人気）
馬連票数 差引計 266757（返還計317439） 的中 �� 920（41番人気）
馬単票数 差引計 127235（返還計144122） 的中 �� 146（96番人気）
ワイド票数 差引計 255257（返還計228004） 的中 �� 987（46番人気）�� 308（69番人気）�� 3775（16番人気）
3連複票数 差引計 278632（返還計618721） 的中 ��� 134（177番人気）
3連単票数 差引計 350070（返還計820613） 的中 ��� 16（1268番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．7―12．4―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．5―46．9―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルアミスター �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．6．7 東京7着

2018．3．9生 牡3鹿 母 クリノクロフネ 母母 クリノリボン 7戦1勝 賞金 6，400，000円
〔競走除外〕 イルクオーレ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 デュランタ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フィジータイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月10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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ネオヒューズ号・ビップコルベット号・リーガルゲイリー号
（非抽選馬） 2頭 ボンマルコ号・ヤサカキングチャン号

08052 4月10日 晴 良 （3中山3） 第5日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時40分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

22 クインズミモザ 牝3鹿 54 野中悠太郎 �ケイアイスタリオン 池上 昌和 新冠 隆栄牧場 514＋ 21：55．7 5．5�
58 キ ュ ン 牝3黒鹿54 岩田 望来 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 456－ 21：56．44 11．4�
813 アラゴナイト 牝3黒鹿54 杉原 誠人重松 國建氏 加藤 和宏 日高 横井 哲 434－ 2 〃 ハナ 2．7�
46 キアヌマウナ 牝3鹿 54 黛 弘人�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 498－ 21：56．71� 19．9�
610 ホウオウハイエスト 牝3栗 54 北村 宏司小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 510＋ 81：56．8� 21．7	
814 アベレージマーク 牝3栗 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 大和田 成 千歳 社台ファーム 460－ 61：57．12 7．2

712 サンフィニティ 牝3鹿 54 横山 武史 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 436＋101：57．2クビ 8．0�
34 ナイルローズ 牝3鹿 54 丸山 元気海谷 幸司氏 粕谷 昌央 浦河 �川フアーム 456－ 21：57．51� 5．1�
11 プリオールトップ 牝3黒鹿54 木幡 巧也小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 424＋ 21：57．82 141．0
33 モアナモーリス 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人 IHR 林 徹 新ひだか 矢野牧場 424＋101：58．43� 134．8�
711 ゼンノベールアップ 牝3栗 54

51 ▲原 優介大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 478－ 81：58．72 61．0�
45 ジュエルケイヴ 牝3栗 54 田辺 裕信水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 452± 01：58．8クビ 39．9�
69 ア ウ リ イ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗�磯波勇F 武井 亮 新ひだか カタオカフアーム 450± 01：59．43� 361．5�
57 ミエルドール 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵�G1レーシング 林 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－ 61：59．61� 168．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，882，000円 複勝： 57，366，500円 枠連： 11，771，000円
馬連： 57，755，200円 馬単： 24，994，600円 ワイド： 48，525，300円
3連複： 83，177，700円 3連単： 95，834，600円 計： 415，306，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 260円 � 120円 枠 連（2－5） 2，330円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 4，410円

ワ イ ド �� 690円 �� 260円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 11，500円

票 数

単勝票数 計 358820 的中 � 51721（3番人気）
複勝票数 計 573665 的中 � 81914（3番人気）� 41891（6番人気）� 159108（1番人気）
枠連票数 計 117710 的中 （2－5） 3914（9番人気）
馬連票数 計 577552 的中 �� 19567（9番人気）
馬単票数 計 249946 的中 �� 4250（16番人気）
ワイド票数 計 485253 的中 �� 16003（9番人気）�� 53042（1番人気）�� 31053（3番人気）
3連複票数 計 831777 的中 ��� 40424（2番人気）
3連単票数 計 958346 的中 ��� 6038（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．4―39．2―52．6―1：05．4―1：17．7―1：30．0―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．0
1
3
9，12（11，8，13）10（3，14）4（2，5）1（6，7）・（12，8，13）9（10，14）（4，2）－（1，6）11（3，5）7

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

勝馬の
紹 介

クインズミモザ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2021．1．16 中山8着

2018．5．12生 牝3鹿 母 ベ タ ー ナ ウ 母母 Scenic Point 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 アウリイ号の騎手小林脩斗は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番・3番）



08053 4月10日 晴 良 （3中山3） 第5日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

12 ガ ン ダ ル フ 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 480－ 62：01．8 3．8�
23 マイネルマーティン 牡3栗 56 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 22：02．33 9．3�
611 マイネルレガシー 牡3鹿 56 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 武市 康男 日高 日高大洋牧場 464± 02：02．72� 9．9�
11 ジオパークフローラ 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵小関 勝紀氏 柄崎 孝 様似 様似共栄牧場 400－ 42：03．12� 180．8�
510 アダムスマイリー 牡3黒鹿56 内田 博幸廣崎 双葉氏 青木 孝文 平取 株式会社

ASK STUD 446± 02：03．2� 158．9	
59 � ヒアーズトゥライフ 牡3鹿 56 横山 典弘吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 英 Shadai Farm 490＋10 〃 アタマ 2．4

36 シゲルシャイン 牡3鹿 56 木幡 巧也森中 蕃氏 松山 将樹 平取 坂東牧場 460＋122：03．3� 76．8�
35 � ディキシーデイズ 牡3鹿 56 北村 宏司ゴドルフィン 藤沢 和雄 愛 Nafferty Stud 498＋ 8 〃 アタマ 5．6�
817 マイネルキュリアス 牡3鹿 56 武藤 雅 �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 480－ 22：03．61� 153．3
818 カシノオラフ 牡3芦 56 黛 弘人柏木 務氏 和田 雄二 日高 日西牧場 444－ 6 〃 ハナ 453．4�
816 エスティエレガント 牝3芦 54

51 ▲小林 脩斗田畑 利彦氏 清水 英克 浦河 浦河日成牧場 478＋ 22：03．7� 277．9�
24 ウインカンターレ 牝3鹿 54 丸山 元気�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 22：03．8� 200．7�
714 ラヴオブネイチャー 牡3黒鹿56 横山 和生吉田 安惠氏 深山 雅史 安平 追分ファーム 406－ 42：03．9クビ 249．8�
47 ドルフィンクエスト 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 454－ 62：04．21� 65．5�
48 マイネルスキーブ 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 2 〃 クビ 12．3�
715 フジマサインパクト 牡3鹿 56 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 432＋ 22：04．83� 34．4�
612� トーセンエドワード 牡3鹿 56

53 ▲原 優介島川 �哉氏 宗像 義忠 愛 Takaya
Shimakawa 508＋ 6 〃 クビ 56．1�

713 シングンジュピター 牡3青鹿56 石川裕紀人伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 478 ―2：07．0大差 257．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 42，001，000円 複勝： 59，874，500円 枠連： 13，486，300円
馬連： 67，585，600円 馬単： 30，282，500円 ワイド： 57，827，300円
3連複： 96，198，300円 3連単： 114，480，500円 計： 481，736，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 220円 � 230円 枠 連（1－2） 1，290円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 440円 �� 680円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 13，740円

票 数

単勝票数 計 420010 的中 � 86989（2番人気）
複勝票数 計 598745 的中 � 118001（2番人気）� 63550（4番人気）� 60384（5番人気）
枠連票数 計 134863 的中 （1－2） 8051（4番人気）
馬連票数 計 675856 的中 �� 42230（4番人気）
馬単票数 計 302825 的中 �� 11809（6番人気）
ワイド票数 計 578273 的中 �� 35361（4番人気）�� 21281（9番人気）�� 19032（10番人気）
3連複票数 計 961983 的中 ��� 19198（11番人気）
3連単票数 計1144805 的中 ��� 6037（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―36．4―49．3―1：01．6―1：13．5―1：25．5―1：37．6―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ガ ン ダ ル フ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2020．11．29 東京5着

2018．3．6生 牡3鹿 母 ア メ リ 母母 ア ゼ リ 3戦1勝 賞金 6，570，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シングンジュピター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月10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） 1頭 ケルト号
（非抽選馬） 1頭 オールマイフレンズ号

08054 4月10日 晴 良 （3中山3） 第5日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走13時00分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

815 ダ イ モ ー ン 牡3黒鹿56 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 B508－ 61：54．9 3．8�
12 コスモコラッジョ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 金石牧場 484－ 41：55．11 3．0�
714 メルツフリーデン 牡3黒鹿56 北村 宏司古岡 宏仁氏 伊坂 重信 白老 社台牧場 482－ 81：56．27 87．1�
35 ゲットアップ �3黒鹿56 木幡 巧也 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B464－141：56．62 82．8�
510 ジョブックルーチェ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 456－ 41：57．24 51．3	
816 ミキノカラクリバコ 牡3鹿 56 武士沢友治谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 526－ 41：57．73 189．5

713 インフォーマント 牡3黒鹿56 C．ルメール �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 480－ 21：57．8� 4．4�
59 ウィンドスピナー 牝3鹿 54 石川裕紀人 �社台レースホース稲垣 幸雄 千歳 社台ファーム 420－ 41：57．9クビ 179．8�
36 オリオンテソーロ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 482－ 81：58．0� 120．1

612 クッキートン 牡3鹿 56 M．デムーロ吉田 安惠氏 大和田 成 安平 追分ファーム 462－ 21：58．21� 7．3�
24 フレーズメーカー 牡3青鹿56 原田 和真山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 笠松牧場 488＋161：58．51� 11．7�
48 スノーフレイム 牡3芦 56

53 ▲小林 脩斗松谷 翔太氏 石栗 龍彦 むかわ 上水牧場 460＋ 21：58．6クビ 337．4�
11 ティールブルー 牡3鹿 56 野中悠太郎青芝商事� 宮田 敬介 新冠 長浜 忠 B456－ 21：58．7� 69．6�
47 アレデラヴァン �3鹿 56 武藤 雅塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 518＋ 41：59．12� 68．3�
23 ニシノバシャール 牡3鹿 56 横山 武史西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 466－ 22：00．27 22．8�
611 ヴィンセントズー 牡3芦 56 田辺 裕信千明牧場 大竹 正博 浦河 千明牧場 522 ―2：00．3クビ 12．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，259，700円 複勝： 54，498，500円 枠連： 13，945，100円
馬連： 61，401，300円 馬単： 25，214，800円 ワイド： 46，870，800円
3連複： 84，601，900円 3連単： 98，216，700円 計： 423，008，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 140円 � 1，480円 枠 連（1－8） 420円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 230円 �� 3，390円 �� 3，910円

3 連 複 ��� 9，740円 3 連 単 ��� 37，020円

票 数

単勝票数 計 382597 的中 � 79799（2番人気）
複勝票数 計 544985 的中 � 104931（2番人気）� 120752（1番人気）� 5937（13番人気）
枠連票数 計 139451 的中 （1－8） 25391（1番人気）
馬連票数 計 614013 的中 �� 108999（1番人気）
馬単票数 計 252148 的中 �� 18158（2番人気）
ワイド票数 計 468708 的中 �� 65094（1番人気）�� 3097（30番人気）�� 2681（33番人気）
3連複票数 計 846019 的中 ��� 6508（29番人気）
3連単票数 計 982167 的中 ��� 1923（107番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．6―12．8―12．4―12．5―13．0―13．0―14．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．8―49．6―1：02．0―1：14．5―1：27．5―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．4
1
3
2，15，10，3（4，7）8，5（13，12）9－16（1，11）－（6，14）・（2，15）－（10，4）－3（5，12）（13，8）7－9，16－1－14－（6，11）

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

勝馬の
紹 介

ダ イ モ ー ン �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．1．17 中山4着

2018．4．15生 牡3黒鹿 母 トロピカルラヴ 母母 ティルザリヴァーランズドライ 5戦1勝 賞金 8，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノバシャール号・ヴィンセントズー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

5月10日まで平地競走に出走できない。



08055 4月10日 晴 良 （3中山3） 第5日 第7競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走13時30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
1：08．5
1：08．5

重
重

713 サイファーシチー 牡3栗 56
53 ▲永野 猛蔵 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 480± 01：11．4 3．2�

714 ブーケオブアイリス 牡3黒鹿56 木幡 巧也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 496＋ 2 〃 クビ 16．8�
816 ボイラーハウス 牡3鹿 56 江田 照男永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 488－ 61：11．71� 7．9�
59 キ ミ ワ テ ル 牡3栗 56 武藤 雅浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：11．8クビ 11．0�
815 ニシノライトニング 牡3鹿 56 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 480＋ 21：11．9� 26．3�
47 � リンカーンテソーロ 牡3栗 56

53 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 米 Stonehaven

Steadings 460－ 21：12．11� 6．5	
24 ビーマイベイビー 牝3鹿 54 杉原 誠人
ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 434± 0 〃 クビ 15．0�
36 � トウキョウボーイ 牡3栗 56 野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 日高 門別 敏朗 472－ 21：12．2� 464．2�
23 コパノジャンピング 牡3鹿 56 岩田 望来小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 522－121：12．51� 88．5
35 ニシノエルサ 牝3芦 54 石川裕紀人西山 茂行氏 中野 栄治 新ひだか 棚川 光男 446＋ 21：12．6� 26．4�
11 ピ ラ ミ デ 牝3鹿 54 石橋 脩酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 石郷岡 五月 480＋ 21：12．7� 33．8�
510 スイートクラウン 牝3鹿 54 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 464＋ 21：13．12� 5．6�
611 スイートアリエス 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人前田 清二氏 青木 孝文 日高 シンボリ牧場 446－ 61：13．31 158．3�
12 � ジャスパーゴールド 牡3栗 56 M．デムーロ加藤 和夫氏 森 秀行 米 Randy Lee

Myers 440－ 81：13．61� 7．8�
612 マ ル ス 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 石郷岡 五月 440－ 21：13．7� 213．8�
48 ペイシャフェスタ 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 476± 01：13．8� 113．1�
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売 得 金
単勝： 46，487，900円 複勝： 76，145，500円 枠連： 17，440，200円
馬連： 92，569，300円 馬単： 33，299，400円 ワイド： 75，559，900円
3連複： 140，059，200円 3連単： 127，187，200円 計： 608，748，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 200円 � 480円 � 210円 枠 連（7－7） 3，310円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 4，100円

ワ イ ド �� 880円 �� 530円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 5，690円 3 連 単 ��� 24，700円

票 数

単勝票数 計 464879 的中 � 115709（1番人気）
複勝票数 計 761455 的中 � 112778（3番人気）� 33889（9番人気）� 98793（4番人気）
枠連票数 計 174402 的中 （7－7） 4074（16番人気）
馬連票数 計 925693 的中 �� 27174（11番人気）
馬単票数 計 332994 的中 �� 6084（13番人気）
ワイド票数 計 755599 的中 �� 21987（10番人気）�� 38365（2番人気）�� 12188（21番人気）
3連複票数 計1400592 的中 ��� 18443（15番人気）
3連単票数 計1271872 的中 ��� 3733（56番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―11．9―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．8―45．7―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイファーシチー �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2020．10．3 中山1着

2018．5．6生 牡3栗 母 アイシークレット 母母 ワンモアヒット 6戦2勝 賞金 17，200，000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） 3頭 キタノリューオー号・サンマルセレッソ号・スターリングワース号

08056 4月10日 晴 良 （3中山3） 第5日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

44 マイネルイリャルギ 牡4鹿 57 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 512－ 21：55．1 1．7�
66 ハイエストエンド �4栗 57 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 498＋ 41：55．52� 4．9�
22 マイネルレンカ 牡7黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 480－ 41：55．61 15．1�
33 ロダルキラー 牡5栗 57 石川裕紀人ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 三石川上牧場 B508－ 41：56．02� 26．9�
11 ブレッシングレイン 牡4鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 新ひだか チャンピオンズファーム 508± 01：56．31� 3．0	
55 タ シ ロ 牡4栗 57 内田 博幸�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 530＋ 61：56．51� 66．6

77 キョウエイゴー 牡4黒鹿57 丸山 元気田中 晴夫氏 萱野 浩二 新冠 松浦牧場 502－ 81：58．09 56．3�
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売 得 金
単勝： 32，471，700円 複勝： 35，600，200円 枠連： 発売なし
馬連： 43，947，100円 馬単： 30，411，200円 ワイド： 26，905，200円
3連複： 55，239，900円 3連単： 197，055，400円 計： 421，630，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 190円 �� 250円 �� 410円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 2，080円

票 数

単勝票数 計 324717 的中 � 151293（1番人気）
複勝票数 計 356002 的中 � 181219（1番人気）� 53382（3番人気）
馬連票数 計 439471 的中 �� 93691（2番人気）
馬単票数 計 304112 的中 �� 39108（3番人気）
ワイド票数 計 269052 的中 �� 42314（2番人気）�� 26870（4番人気）�� 14057（6番人気）
3連複票数 計 552399 的中 ��� 52327（3番人気）
3連単票数 計1970554 的中 ��� 68470（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．6―26．5―40．0―52．9―1：05．4―1：17．9―1：30．3―1：42．4

コーナー
通過順位

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

2
4

・（2，4）3，1，6（5，7）
4（2，3，6）1（5，7）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルイリャルギ �

父 ベ ー カ バ ド �


母父 サウスヴィグラス デビュー 2019．7．21 福島7着

2017．4．13生 牡4鹿 母 ヒカリヴィグラス 母母 マ イ ム ー ン 18戦2勝 賞金 32，830，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



08057 4月10日 晴 良 （3中山3） 第5日 第9競走 2，000�
の じ ま ざ き

野 島 崎 特 別
発走14時35分 （芝・右）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，55�
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 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

610 エヴァーガーデン 牝4黒鹿55 丸山 元気 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 476－122：00．9 11．9�
58 ルヴェルソー 牝4黒鹿55 柴田 善臣 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 アタマ 9．0�
813 ステラドーロ 牝4栗 55 柴田 大知 �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 476＋ 62：01．01 15．9�
69 コトブキテティス 牝4黒鹿55 武藤 雅尾上 松壽氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤スタッド 434＋ 82：01．1クビ 41．0�
712 ネ ガ イ 牝5鹿 55 北村 宏司石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 456－ 6 〃 クビ 27．6	
34 ドナキアーロ 牝4鹿 55 田辺 裕信山田 貢一氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 466－ 6 〃 クビ 17．3

11 アップライトスピン 牝5黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 22：01．2クビ 3．0�
33 ガ ロ シ ェ 牝5黒鹿55 石橋 脩 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 2 〃 クビ 3．5�
57 ルトロヴァイユ 牝4鹿 55 吉田 豊古川 一弘氏 竹内 正洋 洞�湖 レイクヴィラファーム 474－ 22：01．41� 14．2
711 コ コ ニ ア ル 牝4栗 55 石川裕紀人村田 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 444＋ 2 〃 アタマ 9．1�
45 メ イ オ ー ル 牝5鹿 55 江田 照男千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 474± 0 〃 アタマ 34．5�
46 トロイメント 牝5青 55 岩田 望来�G1レーシング 四位 洋文 安平 追分ファーム 462－ 82：01．5クビ 138．3�
22 ポ リ ア ン サ 牝5栗 55 杉原 誠人佐藤 壽男氏 木村 哲也 洞�湖 レイクヴィラファーム 480± 02：01．71� 25．5�
814 フラッフィーベア 牝5鹿 55 木幡 育也 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 42：02．23 79．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，879，200円 複勝： 70，773，300円 枠連： 20，550，500円
馬連： 105，627，000円 馬単： 39，586，100円 ワイド： 80，361，600円
3連複： 157，624，300円 3連単： 167，619，100円 計： 689，021，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 430円 � 280円 � 510円 枠 連（5－6） 2，220円

馬 連 �� 5，660円 馬 単 �� 11，310円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 2，560円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 21，550円 3 連 単 ��� 125，930円

票 数

単勝票数 計 468792 的中 � 31428（5番人気）
複勝票数 計 707733 的中 � 41613（6番人気）� 71426（3番人気）� 34703（8番人気）
枠連票数 計 205505 的中 （5－6） 7170（9番人気）
馬連票数 計1056270 的中 �� 14449（19番人気）
馬単票数 計 395861 的中 �� 2624（42番人気）
ワイド票数 計 803616 的中 �� 12717（17番人気）�� 8040（30番人気）�� 8858（27番人気）
3連複票数 計1576243 的中 ��� 5484（73番人気）
3連単票数 計1676191 的中 ��� 965（408番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．6―12．3―12．1―11．4―12．1―12．0―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．6―48．9―1：01．0―1：12．4―1：24．5―1：36．5―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

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4黒鹿 母 モエレカトリーナ 母母 シ ー ワ ン 13戦3勝 賞金 61，197，000円

08058 4月10日 晴 良 （3中山3） 第5日 第10競走 ��
��1，200�

ふなばし

船橋ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

船橋市長賞（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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

36 アヌラーダプラ 牝4鹿 55 横山 武史 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 476＋101：08．4 5．1�
714� スワーヴシャルル 牡5黒鹿57 横山 和生�NICKS 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B486＋ 21：08．5	 4．8�
612
 クーファウェヌス 牝6栗 55 田中 勝春大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 500－ 21：08．6	 14．0�
12 エイムアンドエンド 牡6鹿 57 M．デムーロ �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 504＋ 8 〃 ハナ 6．5�
611 ブレイブメジャー 牡5鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 486± 01：08．81� 6．5	
816 グッドジュエリー 牝6芦 55 武藤 雅長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 470－ 4 〃 クビ 70．8

815 ペイシャドリーム 牝5鹿 55 的場 勇人北所 直人氏 的場 均 新冠 ラツキー牧場 464＋ 2 〃 クビ 30．8�
24 ナンヨーアミーコ �8栗 57 丸山 元気中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 428± 01：08．9クビ 24．6�
510 ボーダーオブライフ �7鹿 57 原田 和真�レッドマジック金成 貴史 千歳 社台ファーム 486－12 〃 クビ 177．0
59 アーズローヴァー 牝5鹿 55 内田 博幸 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム B464± 01：09．1 36．6�
48 ト キ メ キ 牝4栗 55 木幡 巧也�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 486－ 21：09．21 4．0�
713 ウ ィ ズ 牡6鹿 57 吉田 豊 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 B488± 01：09．3	 28．4�
47 トロワマルス 牝4鹿 55 野中悠太郎山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 474＋ 6 〃 ハナ 65．8�
11 タイキサターン 牡6黒鹿57 永野 猛蔵�大樹ファーム 伊藤 大士 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 504＋ 2 〃 ハナ 282．5�
35 � モエレコネクター 牡5鹿 57 柴田 善臣中村 時子氏 大竹 正博 新冠 有限会社 大

作ステーブル 516＋ 21：09．5 21．2�
23 トウカイパシオン 牝6青 55 江田 照男内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 450－ 21：10．88 236．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，916，000円 複勝： 86，312，200円 枠連： 26，114，200円
馬連： 137，607，300円 馬単： 47，209，400円 ワイド： 93，921，000円
3連複： 206，025，700円 3連単： 214，777，500円 計： 867，883，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 200円 � 300円 枠 連（3－7） 1，000円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，160円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 6，230円 3 連 単 ��� 27，720円

票 数

単勝票数 計 559160 的中 � 87152（3番人気）
複勝票数 計 863122 的中 � 128995（2番人気）� 114287（3番人気）� 64460（6番人気）
枠連票数 計 261142 的中 （3－7） 20144（4番人気）
馬連票数 計1376073 的中 �� 79527（3番人気）
馬単票数 計 472094 的中 �� 14629（4番人気）
ワイド票数 計 939210 的中 �� 51246（2番人気）�� 20096（12番人気）�� 18243（15番人気）
3連複票数 計2060257 的中 ��� 24775（15番人気）
3連単票数 計2147775 的中 ��� 5616（73番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．1―11．2―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．5―44．7―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 7，14（13，15）（6，8）11（3，12）（1，10，16）（5，9）－2，4 4 ・（7，14）（13，15）（6，8）（11，12）（1，10，16）（3，9）（5，2）4

勝馬の
紹 介

アヌラーダプラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rahy デビュー 2019．9．22 中山1着

2017．4．17生 牝4鹿 母 ポロンナルワ 母母 シンハリーズ 8戦4勝 賞金 52，681，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アルミューテン号・イオラニ号・シルヴェーヌ号・ビアイ号・マイネルアルケミー号・ムスコローソ号



08059 4月10日 晴 良 （3中山3） 第5日 第11競走 ��
��1，600�第39回ニュージーランドトロフィー（ＧⅡ）

発走15時45分 （NHKマイルカップトライアル） （芝・右・外）
牡・牝，3歳；負担重量は，馬齢重量

レーシングタウランガ賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 1，162，000円 332，000円 166，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

36 バスラットレオン 牡3鹿 56 藤岡 佑介広尾レース� 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 480± 01：33．1 3．2�
815 タイムトゥヘヴン 牡3鹿 56 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 476± 01：34．05 6．2�
12 シティレインボー 牡3栗 56 横山 典弘深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 470－ 41：34．21� 52．9�
35 ヴィジュネル 牡3青鹿56 内田 博幸 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 61：34．51� 20．8�
816� シュバルツカイザー 牡3芦 56 石川裕紀人ゴドルフィン 大竹 正博 愛 Ross

Moorhead 500＋ 6 〃 ハナ 33．2	
510 ゴールドチャリス 牝3鹿 54 田中 勝春フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 416＋ 2 〃 ハナ 238．3

24 ワ ザ モ ノ 牡3鹿 56 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 41：34．71	 33．1�
612 ロンギングバース 牡3鹿 56 横山 和生坂本 浩一氏 竹内 正洋 新冠 細川農場 456－ 61：34．8
 172．9�
714 ス パ ー ク ル 牝3鹿 54 岩田 望来 R．アンダーソン氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 462－ 8 〃 クビ 18．3
713 ブルーシンフォニー 牡3鹿 56 丸山 元気ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 21：34．9� 57．5�
59 ドゥラモンド 牡3黒鹿56 横山 武史 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：35．0クビ 13．6�
11 � トーセンウォーリア 牡3鹿 56 武藤 雅島川 �哉氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 494± 01：35．21	 318．3�
48 ワーズワース 牡3黒鹿56 北村 宏司 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 500＋ 21：35．62� 19．9�
611 ゲンパチミーティア 牡3鹿 56 木幡 巧也平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 466＋ 21：35．7
 74．1�
23 アヴェラーレ 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 420－ 6 〃 クビ 3．1�
47 サトノブラーヴ 牡3芦 56 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470± 01：36．12� 9．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 202，369，600円 複勝： 237，743，600円 枠連： 81，474，700円
馬連： 536，114，800円 馬単： 182，152，800円 ワイド： 338，998，300円
3連複： 875，348，900円 3連単： 1，004，154，300円 計： 3，458，357，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 230円 � 690円 枠 連（3－8） 730円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，200円 �� 3，290円

3 連 複 ��� 8，190円 3 連 単 ��� 26，790円

票 数

単勝票数 計2023696 的中 � 504648（2番人気）
複勝票数 計2377436 的中 � 513724（1番人気）� 267882（3番人気）� 66216（10番人気）
枠連票数 計 814747 的中 （3－8） 85848（2番人気）
馬連票数 計5361148 的中 �� 474585（2番人気）
馬単票数 計1821528 的中 �� 85687（3番人気）
ワイド票数 計3389983 的中 �� 236623（2番人気）�� 69860（13番人気）�� 24540（36番人気）
3連複票数 計8753489 的中 ��� 80105（25番人気）
3連単票数 計10041543 的中 ��� 27165（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．0―46．7―58．5―1：10．2―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

バスラットレオン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 New Approach デビュー 2020．7．26 札幌1着

2018．3．25生 牡3鹿 母 バスラットアマル 母母 ザ ミ リ ア 7戦3勝 賞金 97，909，000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） 3頭 クインズセージ号・ドラミモン号・フレンドパル号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりバスラットレオン号・タイムトゥヘヴン号・シティレインボー号は，NHKマイルカップ（GⅠ）競走に優先出走
できる。

08060 4月10日 晴 良 （3中山3） 第5日 第12競走 ��1，200�4歳以上2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 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
1：08．5
1：08．5

重
重

47 ベイビーボス 牡4鹿 57 江田 照男酒井 喜生氏 矢野 英一 白老 習志野牧場 468± 01：11．3 3．3�
36 デルマカミカゼ 牡6黒鹿57 田中 勝春浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 ファニーヒルファーム 462－ 81：11．4� 22．7�
816 タイセイビルダー 牡5栗 57 石橋 脩田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム B536＋221：11．5� 6．2�
12 ミエノワールド 牡4黒鹿57 川島 信二里見美惠子氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 514＋16 〃 ハナ 3．4�
24 ディスモーメント 牡5黒鹿57 杉原 誠人大塚 亮一氏 宮田 敬介 浦河 杵臼牧場 530± 01：11．6� 7．8�
815 アースビヨンド �6黒鹿57 横山 和生前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 502－101：11．7� 11．9�
611 コマノゼニト 牡5鹿 57

54 ▲永野 猛蔵長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B476－ 21：11．91 19．4	
23 サトノゲイル 牡6青鹿57 藤岡 佑介 
サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 466± 01：12．0� 38．2�
713 ソ ラ ン 牡4黒鹿57 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 本桐牧場 B538＋ 41：12．1� 62．7�
714 シルバーストーン 牡7芦 57 柴田 善臣峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 510－ 61：12．2� 76．1
59 ト ッ カ ー タ 牡6黒鹿57 柴田 大知門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 496＋ 61：12．41 63．9�
11 ハルワタート 牝5黒鹿55 木幡 巧也�下河辺牧場 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 468－ 21：12．5� 60．8�
48 	 ワールドイズマイン 牝5鹿 55 内田 博幸
レッドマジック金成 貴史 米 R. M. J. Sta-

bles, LLC 464＋121：13．35 17．9�
35 ジャパンスウェプト 牡5芦 57 北村 宏司新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B442－ 61：13．51� 32．1�
612 マイネルバトゥータ 牡5鹿 57

54 ▲原 優介 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 築紫 洋 488－141：13．82 89．2�

510 ドラゴンズバック 牡4鹿 57
54 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 474＋121：14．97 133．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 98，673，900円 複勝： 121，698，100円 枠連： 41，709，300円
馬連： 206，139，500円 馬単： 78，612，000円 ワイド： 165，258，600円
3連複： 305，193，400円 3連単： 369，598，200円 計： 1，386，883，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 460円 � 270円 枠 連（3－4） 1，920円

馬 連 �� 4，040円 馬 単 �� 6，600円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 580円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 14，420円 3 連 単 ��� 73，350円

票 数

単勝票数 計 986739 的中 � 236182（1番人気）
複勝票数 計1216981 的中 � 271071（1番人気）� 54441（8番人気）� 108957（5番人気）
枠連票数 計 417093 的中 （3－4） 16751（7番人気）
馬連票数 計2061395 的中 �� 39447（14番人気）
馬単票数 計 786120 的中 �� 8929（20番人気）
ワイド票数 計1652586 的中 �� 31266（15番人気）�� 78102（3番人気）�� 13907（31番人気）
3連複票数 計3051934 的中 ��� 15865（46番人気）
3連単票数 計3695982 的中 ��� 3653（226番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．6―12．4―12．0―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベイビーボス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．3．1 中山1着

2017．3．30生 牡4鹿 母 クリスチャンパール 母母 クラクエンレディー 9戦3勝 賞金 33，830，000円
※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） 1頭 グーテンモルゲン号
（非抽選馬） 1頭 イワネコゴシキ号



（3中山3）第5日 4月10日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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

273，990，000円
5，620，000円
26，320，000円
2，590，000円
32，470，000円
74，985，000円
5，139，500円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
700，770，100円
986，954，300円
262，220，200円
1，455，364，300円
568，659，000円
1，058，771，600円
2，216，639，300円
2，687，914，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，937，293，700円

総入場人員 2，614名 （有料入場人員 2，425名）
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