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08073 4月17日 曇 稍重 （3中山3） 第7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
1：08．5
1：08．5

重
重

510 チャペルレーン 牝3黒鹿54 横山 武史 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 450± 01：11．9 5．1�
612 マイヨアポア 牝3鹿 54 石橋 脩 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 458± 01：12．21� 1．6�
35 リュヌダムール 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵星野 �男氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B454＋101：12．3� 4．2�
23 ピットフォル 牝3栗 54

53 ☆木幡 育也�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 460± 01：12．41 20．3	
47 アイアンフラワー 牝3黒鹿54 M．デムーロ池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか グローリーファーム 448－ 61：13．03� 13．8

48 ブロードマリー 牝3鹿 54 丸山 元気 �ユートピア牧場 林 徹 新ひだか 服部 牧場 424± 0 〃 クビ 81．4�
59 アロハロック 牝3青 54 木幡 巧也荻原 慎司氏 杉浦 宏昭 むかわ 上水牧場 426＋ 61：13．1� 34．8�
24 トーアテンニョ 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 412＋ 21：13．2クビ 70．8
611 キミョウキテレツ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 新冠 中地 義次 462＋101：13．41� 140．6�
816 アルファシャルマン 牝3鹿 54 田中 勝春�貴悦 浅野洋一郎 日高 奥山 博 484－ 61：13．5� 197．6�
815 サクラトップメジャ 牝3栗 54 木幡 初也�トップフェロウ武市 康男 新ひだか タイヘイ牧場 438－121：14．56 56．6�
714 サンコルテス 牝3鹿 54 武士沢友治 �加藤ステーブル 的場 均 浦河 浦河小林牧場 398± 0 〃 アタマ 337．5�
11 ココネージュ 牝3鹿 54 内田 博幸田端 修氏 清水 英克 日高 タバタファーム 440± 01：14．6� 264．3�
713 ジェステミニョン 牝3鹿 54 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 中川 公成 新冠 村上 進治 454－ 21：14．7� 115．5�
36 サンマルベローチェ 牝3鹿 54 江田 照男相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 476 ―1：15．02 202．9�
12 ワイワイホワイト 牝3芦 54 嘉藤 貴行山田 泰司氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 438－ 21：18．4大差 426．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，920，700円 複勝： 73，675，800円 枠連： 13，792，700円
馬連： 65，801，200円 馬単： 34，853，100円 ワイド： 56，181，000円
3連複： 104，005，400円 3連単： 136，600，500円 計： 524，830，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 120円 � 110円 � 120円 枠 連（5－6） 320円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 170円 �� 320円 �� 190円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 3，660円

票 数

単勝票数 計 399207 的中 � 62225（3番人気）
複勝票数 計 736758 的中 � 92951（2番人気）� 411215（1番人気）� 85247（3番人気）
枠連票数 計 137927 的中 （5－6） 32651（1番人気）
馬連票数 計 658012 的中 �� 140523（1番人気）
馬単票数 計 348531 的中 �� 23294（3番人気）
ワイド票数 計 561810 的中 �� 95913（1番人気）�� 36954（4番人気）�� 78565（2番人気）
3連複票数 計1040054 的中 ��� 138755（1番人気）
3連単票数 計1366005 的中 ��� 26995（7番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―12．0―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．4―46．4―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャペルレーン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．25 新潟7着

2018．3．21生 牝3黒鹿 母 テ ィ ア ー モ 母母 レディチャーム 3戦1勝 賞金 6，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワイワイホワイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月17日まで平地競走

に出走できない。

08074 4月17日 曇 稍重 （3中山3） 第7日 第2競走 ��1，800�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 5，100，000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

47 スズノイナズマ 牡3青鹿56 三浦 皇成小紫 嘉之氏 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 474＋ 61：55．4 4．7�
35 ジ ジ 牡3鹿 56 戸崎 圭太林 弘之氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 490＋ 81：55．72 5．0�
510 タイセイマーベル 牡3栗 56 横山 武史田中 成奉氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム 482± 01：55．91� 2．4�
612 ウエイトジャッジ 牡3黒鹿56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 542－ 21：56．0クビ 76．0�
12 ヴォーグマチネ 牡3鹿 56 木幡 巧也志村 幸彦氏 牧 光二 新冠 坂元 芳春 B476± 01：56．1� 103．4�
611 アドヴェントイヴ 牝3青鹿54 横山 典弘廣崎 双葉氏 中舘 英二 平取 株式会社

ASK STUD 454－ 21：56．21 20．9�
36 ゴールデンナイト 牡3鹿 56 石川裕紀人嶋田 賢氏 奥村 武 新冠 大栄牧場 480－ 21：56．3� 12．0	
59 カ ザ ル ス 牡3栗 56

53 ▲永野 猛蔵浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 488－ 41：56．5� 228．1

714 ポ ン フ ー 牡3黒鹿56 江田 照男�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 488－ 2 〃 クビ 28．7�
816 サザンジンジャー 牡3黒鹿56 柴田 大知 ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 谷川牧場 484－ 21：56．71 22．4�
713 タンジェントアーク 牡3黒鹿56 北村 宏司大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ B430± 01：56．81 35．3�
23 ウ ル ラ ン テ 牡3栗 56 武藤 雅 サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 81：56．9� 6．9�
48 カゲキヨブレイン 牡3鹿 56 内田 博幸エンジェルレーシング� 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 502－ 41：57．11� 52．1�
11 オウケントップ 牡3栗 56 井上 敏樹福井 明氏 和田 勇介 浦河 辻 牧場 480 ―1：57．84 369．3�
815 ハンデンキング 牡3黒鹿56 岩部 純二坂田 行夫氏 南田美知雄 新ひだか 城地牧場 B496－102：00．0大差 306．3�
24 ワンズワード 牡3栗 56 木幡 初也鈴木 芳夫氏 杉浦 宏昭 様似 清水 誠一 480＋ 22：03．3大差 248．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，992，500円 複勝： 55，405，500円 枠連： 12，729，400円
馬連： 64，608，400円 馬単： 29，094，100円 ワイド： 54，819，400円
3連複： 90，470，100円 3連単： 104，509，100円 計： 449，628，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 150円 � 150円 � 110円 枠 連（3－4） 960円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 420円 �� 250円 �� 270円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 7，760円

票 数

単勝票数 計 379925 的中 � 63686（2番人気）
複勝票数 計 554055 的中 � 79473（3番人気）� 83157（2番人気）� 160285（1番人気）
枠連票数 計 127294 的中 （3－4） 10182（3番人気）
馬連票数 計 646084 的中 �� 38049（4番人気）
馬単票数 計 290941 的中 �� 7849（10番人気）
ワイド票数 計 548194 的中 �� 30092（4番人気）�� 59108（1番人気）�� 52791（2番人気）
3連複票数 計 904701 的中 ��� 72323（1番人気）
3連単票数 計1045091 的中 ��� 9761（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．0―49．1―1：02．5―1：15．8―1：28．8―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F39．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

スズノイナズマ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．8．23 新潟13着

2018．5．30生 牡3青鹿 母 フローラルウインド 母母 ハ ル カ ゼ 8戦1勝 賞金 8，190，000円
〔制裁〕 ハンデンキング号の調教師南田美知雄は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンズワード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月17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 レゾンデートル号

第３回 中山競馬 第７日



08075 4月17日 曇 稍重 （3中山3） 第7日 第3競走 1，200�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 5，100，000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

59 ジーガーオーシャン 牡3黒鹿56 木幡 初也�ジーガー 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 490＋ 61：12．8 28．4�
23 ウイングウインド 牡3鹿 56 柴田 大知�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 474＋ 21：13．12 58．7�
36 トランセンドパスト 牡3鹿 56 宮崎 北斗簗詰 貴彦氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 456－ 4 〃 ハナ 5．0�
816 スズジャッカル 牡3黒鹿56 武士沢友治森 達郎氏 高橋 裕 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 500± 01：13．2� 1．9�
815 ブルーガーデニア 牝3黒鹿54 戸崎 圭太桜井 欣吾氏 田島 俊明 新ひだか 飛野牧場 474－ 8 〃 アタマ 17．3�
12 マ ラ ド ー ナ 牡3栗 56 木幡 巧也中村 智幸氏 岩戸 孝樹 浦河 バンブー牧場 B470－ 21：13．41� 26．5	
35 ヴァルプルギス 牡3鹿 56 大野 拓弥田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 450＋ 21：13．61 146．8

47 マスケティアーズ 牡3黒鹿 56

53 ▲原 優介加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 456－ 81：13．7� 59．7�
24 タマモアンドロメダ 牡3黒鹿56 武藤 雅タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 500－ 61：13．91� 3．3
612 フライトメモリア 牝3鹿 54 原田 和真 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 日高 荒井ファーム B500＋ 61：14．11 65．8�
48 ラ ル カ ナ タ 牝3黒鹿54 野中悠太郎田中 純一氏 勢司 和浩 浦河 杵臼牧場 434＋ 2 〃 アタマ 475．0�
11 サクラスヴニール 牝3栗 54 柴田 善臣�さくらコマース田中 博康 新ひだか 谷岡スタット 470－ 2 〃 クビ 28．2�
713 リーガルゲイリー 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人芳賀 滿男氏 青木 孝文 新ひだか フジワラフアーム 442± 01：14．2� 334．6�
510 シゲルビーナス 牝3栗 54 森 裕太朗森中 蕃氏 松山 将樹 日高 宝寄山 拓樹 442± 01：14．51� 294．2�
611 ナリノストーム 牡3青鹿 56

53 ▲永野 猛蔵成塚 清志氏 加藤 征弘 新ひだか チャンピオンズファーム 414＋ 21：14．71� 85．4�
714 フラッシュヒーロー 牡3鹿 56 杉原 誠人田頭 勇貴氏 的場 均 日高 滝本 健二 452－ 81：14．8� 554．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，228，500円 複勝： 121，761，900円 枠連： 13，718，700円
馬連： 65，494，300円 馬単： 35，061，900円 ワイド： 56，354，500円
3連複： 101，265，500円 3連単： 147，840，800円 計： 578，726，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，840円 複 勝 � 1，240円 � 2，450円 � 470円 枠 連（2－5） 4，400円

馬 連 �� 50，500円 馬 単 �� 85，100円

ワ イ ド �� 10，210円 �� 1，620円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 68，730円 3 連 単 ��� 665，740円

票 数

単勝票数 計 372285 的中 � 10479（7番人気）
複勝票数 計1217619 的中 � 25288（7番人気）� 12430（9番人気）� 74709（3番人気）
枠連票数 計 137187 的中 （2－5） 2411（12番人気）
馬連票数 計 654943 的中 �� 1005（47番人気）
馬単票数 計 350619 的中 �� 309（87番人気）
ワイド票数 計 563545 的中 �� 1398（46番人気）�� 9162（18番人気）�� 4525（26番人気）
3連複票数 計1012655 的中 ��� 1105（99番人気）
3連単票数 計1478408 的中 ��� 161（672番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．7―12．3―12．5―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．3―46．6―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジーガーオーシャン �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ウイングアロー デビュー 2021．3．20 中山7着

2018．3．24生 牡3黒鹿 母 ジーガーウイング 母母 ジーガーターセル 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 フライトメモリア号・フラッシュヒーロー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月17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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 キタノサスピション号・クリノヴァニラ号・デンジャーマン号・ドリームウィーバー号・ヘーベー号・ボンマルコ号・

ヤサカキングチャン号・ユイノストレート号・ラヴィネルージュ号

08076 4月17日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（3中山3） 第7日 第4競走 ��2，880�障害4歳以上未勝利

発走11時35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

68 フリーフリッカー 牡7鹿 60 高田 潤�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484＋ 23：15．6 5．0�

33 クライムメジャー 牡7栗 60 植野 貴也 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 洞�湖 レイクヴィラファーム 530± 03：15．92 11．3�
57 トモノコテツ 牡6鹿 60 中村 将之共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 482－ 43：16．96 16．5�
45 グランソヴァール 牡5芦 60 五十嵐雄祐広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 520－ 23：17．1� 6．1�
22 タガノジェロディ 牡5栗 60 難波 剛健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 480－ 43：17．31� 10．8	
44 トゥーフラッシー 牝5鹿 58 高野 和馬西森 功氏 小桧山 悟 新ひだか グローリーファーム 468± 03：17．93	 75．2

813 グリニッチヴィレジ 牝8黒鹿58 伴 啓太 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 63：18．53	 202．7�
56 
 クリノハプスブルク 牡7鹿 60 大江原 圭栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 諏訪牧場 460＋ 23：18．6	 321．5�
710 ト レ ベ ー ラ 牝4鹿 57 上野 翔田上 雅春氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 482－ 23：19．24 148．8
711 ルヴァンギラ �4青鹿59 金子 光希辻 高史氏 伊坂 重信 浦河 有限会社

吉田ファーム 548＋ 83：19．4� 151．4�
69 トキノハヤテ 牡4鹿 59 蓑島 靖典田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 秋場牧場 508＋ 63：19．5� 36．3�
11 スペースシップ 牡4芦 59 草野 太郎 �ビッグレッドファーム 松永 康利 平取 北島牧場 490＋ 23：25．4大差 73．6�
812� モズエロイコ 牡5鹿 60 平沢 健治 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Don Alberto

Corporation 486－ 6 （競走中止） 1．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，539，500円 複勝： 51，370，100円 枠連： 9，190，000円
馬連： 39，267，600円 馬単： 24，841，300円 ワイド： 30，796，100円
3連複： 63，852，300円 3連単： 105，719，000円 計： 353，575，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 290円 � 650円 � 460円 枠 連（3－6） 3，420円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 680円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 9，450円 3 連 単 ��� 51，300円

票 数

単勝票数 計 285395 的中 � 45446（2番人気）
複勝票数 計 513701 的中 � 50720（2番人気）� 19406（6番人気）� 28664（5番人気）
枠連票数 計 91900 的中 （3－6） 2079（11番人気）
馬連票数 計 392676 的中 �� 9779（10番人気）
馬単票数 計 248413 的中 �� 3013（17番人気）
ワイド票数 計 307961 的中 �� 7409（12番人気）�� 12152（8番人気）�� 4215（18番人気）
3連複票数 計 638523 的中 ��� 5066（26番人気）
3連単票数 計1057190 的中 ��� 1494（139番人気）
上り 1マイル 1：46．7 4F 51．2－3F 38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→	」
1
�

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

�
�

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

勝馬の
紹 介

フリーフリッカー �
�
父 トランセンド �

�
母父 カリズマティック デビュー 2016．8．14 新潟10着

2014．4．1生 牡7鹿 母 イコールパートナー 母母 グレートキャティ 障害：4戦1勝 賞金 11，890，000円
〔競走中止〕 モズエロイコ号は，2周目5号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



08077 4月17日 曇 良 （3中山3） 第7日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時25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
1：30．3
1：30．3

良
良

35 � ロングボウマン 牡3鹿 56 石橋 脩ゴドルフィン 池上 昌和 英 Crecy Part-
nership 472－ 21：35．3 9．9�

815 エンブレムコード 牝3青鹿54 田辺 裕信山口功一郎氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 466＋16 〃 ハナ 1．9�
36 エ イ ペ ク ス 牝3鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－101：35．4� 6．9�
24 マオノジーナス 牝3青鹿54 木幡 巧也湯浅 健司氏 黒岩 陽一 日高 長谷川牧場 446＋ 81：35．61 4．0�
611 ブ ラ イ リ ー 牡3栗 56 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新ひだか 荒木 貴宏 522 ―1：35．71 34．9�
12 コスモスケアヘッド 牡3鹿 56

53 ▲原 優介 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 棚川 光男 478＋ 81：36．23 28．9	
816 デルマケゴン 牝3芦 54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 392－10 〃 アタマ 140．2

47 マイネルレイヨン 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 490± 01：36．3クビ 10．4�
612 ウ プ サ ラ 牝3鹿 54 武藤 雅�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B476－ 61：36．83 93．3
59 キ セ ル 牡3鹿 56 野中悠太郎北畑 忍氏 青木 孝文 浦河 ヒダカフアーム B476＋ 6 〃 クビ 284．0�
714 ディアナグラン 牝3栗 54 戸崎 圭太湊 義明氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 504 ―1：37．22� 17．7�
23 シ ヴ ァ タ ウ 牝3黒鹿54 菅原 隆一�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 城地牧場 466＋121：37．52 500．7�
510 ベルクフリート 牡3鹿 56 石川裕紀人髙瀬 正志氏 小笠 倫弘 新冠 松浦牧場 B522± 01：37．71 220．8�
48 リターンオブクイン 牝3鹿 54 木幡 初也飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 414＋ 61：38．55 423．2�
11 ヤマニンムジカ 牝3栗 54 江田 照男土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 480＋ 61：38．6� 198．0�
713 スパークフューチャ 牡3鹿 56 田中 勝春西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 428＋ 41：40．08 140．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，443，800円 複勝： 56，047，200円 枠連： 14，156，300円
馬連： 65，112，900円 馬単： 32，604，000円 ワイド： 51，783，700円
3連複： 90，299，500円 3連単： 117，839，100円 計： 473，286，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 240円 � 110円 � 190円 枠 連（3－8） 390円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 470円 �� 820円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 20，150円

票 数

単勝票数 計 454438 的中 � 36639（4番人気）
複勝票数 計 560472 的中 � 40617（5番人気）� 212846（1番人気）� 57682（3番人気）
枠連票数 計 141563 的中 （3－8） 27561（1番人気）
馬連票数 計 651129 的中 �� 43052（4番人気）
馬単票数 計 326040 的中 �� 7192（11番人気）
ワイド票数 計 517837 的中 �� 28030（6番人気）�� 14753（11番人気）�� 45491（2番人気）
3連複票数 計 902995 的中 ��� 28382（8番人気）
3連単票数 計1178391 的中 ��� 4238（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．5―36．3―48．3―1：00．2―1：11．9―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

�ロングボウマン �
�
父 Nathaniel �

�
母父 Refuse To Bend デビュー 2021．2．7 東京6着

2018．1．15生 牡3鹿 母 Crecy 母母 In A Silent Way 3戦1勝 賞金 5，870，000円
〔発走状況〕 キセル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ロングボウマン号の騎手石橋脩は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スパークフューチャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月17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） 1頭 カズノオジョウ号
（非抽選馬） 4頭 ウインシャーロット号・ブレリア号・レラ号・ロンギングユウタ号

08078 4月17日 曇 良 （3中山3） 第7日 第6競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走12時55分 （芝・右・外）

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
1：06．7
1：06．5

良
良

59 メインターゲット 牝3栗 54 田辺 裕信吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 494－ 21：08．8 4．6�
714 ショウナンラスボス 牡3栗 56 三浦 皇成国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 6 〃 � 5．2�
48 タイガーリリー 牝3鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 尾関 知人 日高 高柳 隆男 458＋ 81：08．9� 22．9�
713 オリアメンディ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 452＋ 21：09．0� 133．2�
47 ナンヨーローズ 牡3黒鹿56 M．デムーロ中村 德也氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 450－ 61：09．21� 16．5�
12 � ジャズエチュード 牝3鹿 52 石川裕紀人吉田 和子氏 黒岩 陽一 豪 Morning

Rise Stud 504＋18 〃 ハナ 3．3	
11 ルミナスライン 牝3鹿 54 木幡 巧也 
ブルースターズファーム 清水 英克 日高 荒井ファーム 416－ 41：09．3� 16．7�
611 フレンドパル 牝3鹿 54 江田 照男前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 464＋ 61：09．4� 74．3�
815 テネラメンテ 牝3鹿 54 横山 武史吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 アタマ 3．9
510 ク ム シ ラ コ 牡3栗 56 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 456＋ 21：09．5� 30．5�
36 キモンブラウン 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人小林 祥晃氏 手塚 貴久 新冠 ヤマタケ牧場 458＋ 6 〃 クビ 63．3�
23 グレイトミッション 牝3栗 54 柴田 善臣 IHR 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 442－ 41：09．71 55．1�
35 トランザクト 牡3鹿 56 武藤 雅
明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 B504－ 21：09．91� 32．0�
24 カモミールティー 牡3鹿 56 北村 宏司保坂 和孝氏 小笠 倫弘 平取 清水牧場 446－ 21：10．11� 95．4�
816 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 438－ 21：10．3� 389．5�
612	 リュウノメアリー 牝3栗 54

51 ▲原 優介蓑島 竜一氏 伊藤 伸一 新ひだか 千代田牧場 408－ 41：11．68 398．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，983，300円 複勝： 71，052，500円 枠連： 17，124，100円
馬連： 85，934，600円 馬単： 34，067，800円 ワイド： 70，947，600円
3連複： 120，048，500円 3連単： 131，315，800円 計： 579，474，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 220円 � 200円 � 450円 枠 連（5－7） 1，200円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，870円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 9，260円 3 連 単 ��� 31，870円

票 数

単勝票数 計 489833 的中 � 83879（3番人気）
複勝票数 計 710525 的中 � 90580（4番人気）� 103656（3番人気）� 34095（7番人気）
枠連票数 計 171241 的中 （5－7） 11016（6番人気）
馬連票数 計 859346 的中 �� 56238（5番人気）
馬単票数 計 340678 的中 �� 11229（8番人気）
ワイド票数 計 709476 的中 �� 37181（5番人気）�� 9380（22番人気）�� 10617（17番人気）
3連複票数 計1200485 的中 ��� 9716（30番人気）
3連単票数 計1313158 的中 ��� 2987（87番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．1―11．7―12．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．4―45．1―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．4
3 6，12（2，11）－（8，14）9，1，13（4，16）10（5，15，7）3 4 ・（6，12）（2，11）（8，14）9（1，13）7（16，15）（4，10，3）5

勝馬の
紹 介

メインターゲット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2020．10．18 東京3着

2018．3．1生 牝3栗 母 ヒシシルバーメイド 母母 Hishi Amazon 7戦2勝 賞金 17，710，000円



08079 4月17日 曇 良 （3中山3） 第7日 第7競走 ��2，200�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・右・外）

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

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

47 ア ラ タ 牡4鹿 57 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 466＋122：14．2 2．6�
713 ヒューマンコメディ 牝4黒鹿55 M．デムーロ野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 486± 02：14．51� 20．5�
59 ウシュバテソーロ 牡4鹿 57

56 ☆木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 518－ 42：14．6� 8．7�

610 ナリノモンターニュ 牡4黒鹿57 石橋 脩成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 506＋ 22：14．91� 4．2�
712 ミ ラ イ オ ー 牡5鹿 57 横山 武史林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 526＋ 62：15．0� 9．3�
35 ネオストーリー 牡4青鹿57 内田 博幸藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 472＋102：15．11 47．4	
34 � ウインリベルタ 牡5栗 57

54 ▲原 優介�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 4 〃 ハナ 95．0

22 ヤップヤップヤップ 牡5栗 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 洞	湖 レイクヴィラファーム 458± 02：15．2クビ 26．0�
814� ウインジョイフル 牡4青鹿57 武士沢友治庄司 修二氏 堀井 雅広 新ひだか 松田牧場 496－162：15．3� 85．0�
611 シトラスクーラー 
8鹿 57

54 ▲永野 猛蔵�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 458－ 22：15．4� 23．3
58 フィデリオグリーン 牡5鹿 57 野中悠太郎斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 504－ 22：15．5� 54．2�
46 � アルスラーン 牡6黒鹿57 丸山 元気小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 508＋ 42：15．71� 16．9�
815 バトーブラン 牝4芦 55 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 440± 02：15．8� 143．3�
11 レットミーアウト 牝4黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B478＋ 22：15．9� 20．1�
23 シングンバズーカ 牡4黒鹿57 田辺 裕信伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 472－ 82：16．53� 9．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，092，900円 複勝： 61，283，400円 枠連： 16，235，800円
馬連： 75，895，500円 馬単： 28，515，800円 ワイド： 63，597，400円
3連複： 105，281，200円 3連単： 111，656，900円 計： 499，558，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 410円 � 260円 枠 連（4－7） 970円

馬 連 �� 3，790円 馬 単 �� 6，370円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 640円 �� 2，880円

3 連 複 ��� 10，490円 3 連 単 ��� 53，710円

票 数

単勝票数 計 370929 的中 � 112993（1番人気）
複勝票数 計 612834 的中 � 136077（2番人気）� 30810（7番人気）� 57048（3番人気）
枠連票数 計 162358 的中 （4－7） 12938（2番人気）
馬連票数 計 758955 的中 �� 15502（14番人気）
馬単票数 計 285158 的中 �� 3357（22番人気）
ワイド票数 計 635974 的中 �� 11800（16番人気）�� 27138（3番人気）�� 5437（30番人気）
3連複票数 計1052812 的中 ��� 7524（33番人気）
3連単票数 計1116569 的中 ��� 1507（161番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．4―12．8―13．2―12．4―11．7―12．0―11．8―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．4―36．8―49．6―1：02．8―1：15．2―1：26．9―1：38．9―1：50．7―2：02．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．3
1
3
7，14（10，13）4，6（2，12）5，9（1，15）－11－（3，8）・（7，13）12（10，14，6）（4，2，9）（1，5，15）11，8－3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ラ タ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．10．19 東京8着

2017．3．16生 牡4鹿 母 サンシャイン 母母 バルドウィナ 8戦2勝 賞金 16，200，000円

08080 4月17日 曇 稍重 （3中山3） 第7日 第8競走 1，200�4歳以上2勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，55�
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

815� ラフィンクロンヌ 牝4栗 55
52 ▲原 優介伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 478± 01：11．5 2．1�
612 ナイスプリンセス 牝5鹿 55 戸崎 圭太田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 456± 01：11．6� 5．9�
11 カ レ ン リ ズ 牝4栗 55 田辺 裕信鈴木 隆司氏 小林 真也 平取 びらとり牧場 438＋ 21：11．81� 24．4�
35 ベルクワイア 牝5鹿 55 石川裕紀人 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 514－10 〃 ハナ 13．1�
23 マリアルージュ 牝5青鹿55 北村 宏司河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 478＋14 〃 ハナ 62．2�
12 サイドストリート 牝6鹿 55 原田 和真 	ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 490＋10 〃 クビ 99．2

47 ロフティーピーク 牝4鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 追分ファーム 486＋ 41：12．22� 6．6�
713 デルマクリスタル 牝4青鹿55 内田 博幸浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 474± 0 〃 ハナ 14．4�
59 ユ ナ カ イ ト 牝5栗 55 丸山 元気 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 クビ 25．4
510 カイルアコナ 牝4鹿 55 横山 武史 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 448－101：12．41 9．6�
48 ウィンターリリー 牝5芦 55 柴田 善臣田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 ヒダカフアーム 440－18 〃 アタマ 218．2�
24 タツオウカランブ 牝6栗 55 田中 勝春鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 512－ 21：12．5クビ 284．1�
611 リフタスフェルト 牝5鹿 55 武藤 雅 �キャロットファーム �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－221：12．92� 112．7�
714 セイドアモール 牝5鹿 55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ
アーム B516＋14 〃 アタマ 110．9�

36 サ ノ マ ナ 牝4栗 55
52 ▲横山 琉人佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 466＋ 81：13．0� 85．2�

816� クーファピーカブー 牝5栗 55 三浦 皇成大迫 正善氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 466－ 21：15．4大差 12．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，253，300円 複勝： 76，549，300円 枠連： 20，388，800円
馬連： 99，716，600円 馬単： 39，570，400円 ワイド： 79，783，500円
3連複： 144，252，100円 3連単： 161，924，700円 計： 674，438，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 160円 � 450円 枠 連（6－8） 710円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，200円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 5，080円 3 連 単 ��� 16，320円

票 数

単勝票数 計 522533 的中 � 190732（1番人気）
複勝票数 計 765493 的中 � 226896（1番人気）� 119317（2番人気）� 28107（8番人気）
枠連票数 計 203888 的中 （6－8） 22079（2番人気）
馬連票数 計 997166 的中 �� 107577（1番人気）
馬単票数 計 395704 的中 �� 24130（1番人気）
ワイド票数 計 797835 的中 �� 78405（1番人気）�� 15863（14番人気）�� 10832（22番人気）
3連複票数 計1442521 的中 ��� 21274（15番人気）
3連単票数 計1619247 的中 ��� 7191（38番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．7―11．9―11．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．5―46．4―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラフィンクロンヌ �
�
父 フ ィ ガ ロ �

�
母父 Stormy Atlantic

2017．4．3生 牝4栗 母 ミスリンディ 母母 Primo Ordine 14戦2勝 賞金 39，114，000円
地方デビュー 2019．5．8 門別

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エンシャントロア号
（非抽選馬） 2頭 ミフトゥーロ号・レッドモアナ号



08081 4月17日 曇 良 （3中山3） 第7日 第9競走 ��2，000�
や ま ふ じ

山 藤 賞
発走14時25分 （芝・右）

3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 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

89 プレイイットサム 牡3芦 56 M．デムーロゴドルフィン 藤岡 健一 日高 広富牧場 516＋ 82：01．0 5．2�
88 ゲンパチリベロ 牡3芦 56 戸崎 圭太平野 武志氏 堀井 雅広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 476＋ 22：01．2� 2．5�
77 カレンレベンティス 牡3黒鹿56 三浦 皇成鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 468＋ 4 〃 アタマ 15．2�
11 サクセスエース 牡3栗 56 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 484± 02：01．62� 36．5�
55 ジャンカルド 牡3鹿 56 横山 武史 �サンデーレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 490± 02：01．7� 4．4�
66 ニシノソワレ 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 486－ 22：03．08 19．2	
44 アオイゴールド 牝3黒鹿54 柴田 大知鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 460－ 2 〃 ハナ 3．9

33 ド ラ ミ モ ン 牡3栗 56 田辺 裕信子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 442－ 42：04．38 25．4�
22 ベ ン タ ロ ン 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム 428＋ 22：04．4� 344．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 56，721，700円 複勝： 58，820，600円 枠連： 14，438，500円
馬連： 95，725，300円 馬単： 45，851，300円 ワイド： 61，816，900円
3連複： 121，703，100円 3連単： 221，663，300円 計： 676，740，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 150円 � 120円 � 290円 枠 連（8－8） 640円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 280円 �� 870円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 9，070円

票 数

単勝票数 計 567217 的中 � 85673（4番人気）
複勝票数 計 588206 的中 � 98391（3番人気）� 172930（1番人気）� 34647（5番人気）
枠連票数 計 144385 的中 （8－8） 17416（3番人気）
馬連票数 計 957253 的中 �� 113636（3番人気）
馬単票数 計 458513 的中 �� 22851（6番人気）
ワイド票数 計 618169 的中 �� 64465（3番人気）�� 16687（9番人気）�� 24591（8番人気）
3連複票数 計1217031 的中 ��� 46825（6番人気）
3連単票数 計2216633 的中 ��� 17707（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―35．7―47．9―1：00．4―1：12．7―1：24．6―1：36．5―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プレイイットサム 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．1．24 中山2着

2018．3．8生 牡3芦 母 ナリタカサブランカ 母母 ロングディライト 3戦2勝 賞金 17，796，000円

08082 4月17日 曇 稍重 （3中山3） 第7日 第10競走 ��1，800�
しもうさ

下総ステークス
発走15時00分 （ダート・右）

4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
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
1：48．5
1：47．6

重
重

24 タイガーインディ 牡4黒鹿57 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 456－ 41：51．8 30．8�
815 ゲンパチルシファー 牡5鹿 57 大野 拓弥平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 516－ 81：51．9� 8．1�
816 ダンツキャッスル 牡5鹿 57 丸山 元気山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 B482＋ 6 〃 クビ 5．0�
714 ロードリバーサル 牡5鹿 57 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 496＋ 61：52．32� 41．7�
510 プリティーチャンス 牝4青鹿55 木幡 巧也廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 460＋ 6 〃 ハナ 24．8�
35 ホウオウトゥルース �5栗 57 三浦 皇成小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 472± 0 〃 ハナ 3．3	
11 ダノングロワール 牡4栗 57 戸崎 圭太�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488－ 8 〃 クビ 14．3

36 エクレアスパークル 牡7青鹿57 武藤 雅李 柱坤氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム B466＋ 41：52．4� 42．8�
713 パキュートハート 牡6鹿 57 木幡 育也中野 和子氏 石橋 守 むかわ 桑原牧場 528＋ 41：52．5クビ 39．2�
47 トランスナショナル 牡5栗 57 田辺 裕信吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 492± 0 〃 クビ 5．8
23 マイネルカイノン 牡6青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 504＋ 21：52．92� 32．3�
59 メイショウソテツ 牡5青 57 杉原 誠人松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 B512± 01：53．0� 202．1�
611	 ツブラナヒトミ 牡6栗 57 北村 宏司加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 508＋ 21：53．1� 16．8�
12 テリオスベル 牝4黒鹿55 江田 照男鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 野坂牧場 B428－ 41：53．95 14．4�
612 サクラルーフェン 牡5黒鹿57 M．デムーロ�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 448± 0 〃 ハナ 29．7�
48 ニーズヘッグ 牝4鹿 55 菅原 隆一 �YGGホースクラブ 小野 次郎 森 笹川大晃牧場 490± 01：54．21� 21．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，230，400円 複勝： 100，630，000円 枠連： 40，517，100円
馬連： 185，095，700円 馬単： 63，588，200円 ワイド： 127，711，900円
3連複： 280，162，800円 3連単： 284，069，400円 計： 1，153，005，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，080円 複 勝 � 960円 � 290円 � 210円 枠 連（2－8） 2，320円

馬 連 �� 10，100円 馬 単 �� 20，310円

ワ イ ド �� 3，230円 �� 2，410円 �� 630円

3 連 複 ��� 13，750円 3 連 単 ��� 127，600円

票 数

単勝票数 計 712304 的中 � 18450（11番人気）
複勝票数 計1006300 的中 � 22607（13番人気）� 91085（4番人気）� 144680（3番人気）
枠連票数 計 405171 的中 （2－8） 13492（9番人気）
馬連票数 計1850957 的中 �� 14197（36番人気）
馬単票数 計 635882 的中 �� 2348（75番人気）
ワイド票数 計1277119 的中 �� 9816（42番人気）�� 13263（29番人気）�� 55433（4番人気）
3連複票数 計2801628 的中 ��� 15274（41番人気）
3連単票数 計2840694 的中 ��� 1614（412番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―12．4―12．8―12．4―12．5―12．3―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―36．3―49．1―1：01．5―1：14．0―1：26．3―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．8
1
3
4，9，14，12（11，15）（2，7）（5，10）－（16，13）（1，8）（3，6）
4，9，14（2，11，15，7）（5，10，12，16）1（3，13）（6，8）

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

勝馬の
紹 介

タイガーインディ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2020．2．1 京都4着

2017．3．15生 牡4黒鹿 母 モンターニュドール 母母 ネ ガ ノ 12戦4勝 賞金 56，925，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 アサカディスタンス号・アフターバーナー号・エンダウメント号・オーパスメーカー号・キャンディスイート号・

キーフラッシュ号・タマモアポローン号・テイエムチェロキー号・バンブトンハート号・フォーカード号・
メイショウササユリ号・メイショウハリオ号・ララメダイユドール号・リッターシュラーク号・ローレルリーベ号

追 加 記 事（第 3回中山競馬第 6日第 3競走）
〔その他〕　　ブルヴェール号は，競走中に疾病〔右第３中手骨罅裂骨折〕を発症。なお，同馬は「3

走成績による出走制限」の適用を除外。



08083 4月17日 曇 良 （3中山3） 第7日 第11競走
第23回農林水産省賞典

��4，250�中山グランドジャンプ（Ｊ・ＧⅠ）
発走15時40分 （芝・外）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳62�5歳以上63�，牝馬2�
減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 66，000，000円 26，000，000円 17，000，000円 9，900，000円 6，600，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000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4：43．0良

66 メイショウダッサイ 牡8黒鹿63 森 一馬松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 508＋ 44：50．1 1．8�
22 ケンホファヴァルト 牡8鹿 63 熊沢 重文中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 480＋ 64：50．84 21．1�
33 タガノエスプレッソ 牡9鹿 63 植野 貴也八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462＋ 64：51．22� 9．1�
77 スマートアペックス 牡4青鹿62 中村 将之大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス

マート 478－124：52．47 19．6�
44 オジュウチョウサン 牡10鹿 63 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 510－ 64：52．61� 2．2�
55 � マイネルプロンプト 	9黒鹿63 北沢 伸也岡田 壮史氏 坂口 智康 新冠 コスモヴューファーム 474± 04：53．02� 67．2	
11 ヒロシゲセブン 牡6鹿 63 高田 潤
岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 530＋ 44：55．7大差 45．2�
88 シンキングダンサー 	8栗 63 五十嵐雄祐佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 456－ 65：05．2大差 56．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 166，081，400円 複勝： 212，356，000円 枠連： 発売なし
馬連： 258，620，800円 馬単： 170，445，700円 ワイド： 124，502，900円
3連複： 320，275，600円 3連単： 1，104，598，700円 計： 2，356，881，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 280円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 350円 �� 230円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 4，810円

票 数

単勝票数 計1660814 的中 � 719373（1番人気）
複勝票数 計2123560 的中 � 1359879（1番人気）� 73465（4番人気）� 120965（3番人気）
馬連票数 計2586208 的中 �� 142194（5番人気）
馬単票数 計1704457 的中 �� 81804（4番人気）
ワイド票数 計1245029 的中 �� 91499（4番人気）�� 154822（2番人気）�� 31928（10番人気）
3連複票数 計3202756 的中 ��� 138394（6番人気）
3連単票数 計11045987 的中 ��� 166440（14番人気）
上り 1マイル 1：45．1 4F 51．8－3F 38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウダッサイ 
�
父 スズカマンボ 

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2015．9．27 阪神8着

2013．4．8生 牡8黒鹿 母 スズカブルーム 母母 イエローブルーム 障害：17戦9勝 賞金 375，146，000円
〔騎手変更〕 タガノエスプレッソ号の騎手平沢健治は，第4競走での落馬負傷のため植野貴也に変更。
〔発走状況〕 タガノエスプレッソ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 タガノエスプレッソ号の騎手植野貴也は，10号障害を外側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔調教再審査〕 タガノエスプレッソ号は，発走調教再審査。

08084 4月17日 雨 稍重 （3中山3） 第7日 第12競走 ��1，800�
と ね が わ

利 根 川 特 別
発走16時25分 （ダート・右）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000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
1：48．5
1：47．6

重
重

11 ブラックヘイロー 牡5青鹿57 横山 武史吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：52．4 4．7�
79 レオアルティメット 牡6栗 57 木幡 巧也�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 B544＋ 41：53．14 8．4�
67 スズカブルグ 牡7栗 57 森 裕太朗永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 二風谷ファーム 512＋121：53．63 5．9�
66 スパイスマジック �6芦 57 大野 拓弥 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B486＋ 41：53．7� 57．9�
44 トウカイオルデン 牡6鹿 57 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 新ひだか 平野牧場 B480＋ 41：53．8アタマ 13．1	
78 ポートロイヤル �5黒鹿57 武藤 雅 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 460－101：53．9� 99．7

811 ペイシャムートン 牡5青鹿57 江田 照男北所 直人氏 小笠 倫弘 日高 広中 稔 536＋ 41：54．32� 31．3�
810 エピックスター �6鹿 57 石橋 脩子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 440＋ 21：54．72� 19．2�
33 グリニッジシチー �5栗 57 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新冠 カミイスタット 468＋ 41：55．01� 22．5
55 ピ オ ノ ノ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 安平 ノーザンファーム 520－ 21：55．31� 2．1�
22 バンクショット 牡5黒鹿57 内田 博幸吉田 勝己氏 杉山 佳明 安平 ノーザンファーム B462－ 81：56．04 21．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 94，572，700円 複勝： 122，861，300円 枠連： 31，283，500円
馬連： 190，663，800円 馬単： 89，155，800円 ワイド： 150，029，000円
3連複： 268，717，900円 3連単： 441，961，100円 計： 1，389，245，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 190円 � 210円 枠 連（1－7） 1，850円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 620円 �� 590円 �� 920円

3 連 複 ��� 3，810円 3 連 単 ��� 17，080円

票 数

単勝票数 計 945727 的中 � 160940（2番人気）
複勝票数 計1228613 的中 � 180588（2番人気）� 165253（3番人気）� 145431（4番人気）
枠連票数 計 312835 的中 （1－7） 13072（8番人気）
馬連票数 計1906638 的中 �� 77070（8番人気）
馬単票数 計 891558 的中 �� 20112（12番人気）
ワイド票数 計1500290 的中 �� 62744（7番人気）�� 66982（5番人気）�� 40622（10番人気）
3連複票数 計2687179 的中 ��� 52873（15番人気）
3連単票数 計4419611 的中 ��� 18760（53番人気）

ハロンタイム 12．2―12．0―12．9―13．0―12．5―12．2―12．2―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―24．2―37．1―50．1―1：02．6―1：14．8―1：27．0―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラックヘイロー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．3．16 中山1着

2016．4．3生 牡5青鹿 母 シャルロットノアル 母母 ウィッチズハット 8戦3勝 賞金 43，607，000円



（3中山3）第7日 4月17日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 168頭 本 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

310，830，000円
19，620，000円
1，610，000円
34，370，000円
71，362，000円
6，339，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
716，060，700円
1，061，813，600円
203，574，900円
1，291，936，700円
627，649，400円
928，323，900円
1，810，334，000円
3，069，698，400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 9，709，391，600円

総入場人員 2，671名 （有料入場人員 2，434名）
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