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08085 4月18日 晴 不良 （3中山3） 第8日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

59 ペイシャクェーサー 牝3鹿 54 北村 宏司北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 462＋ 21：53．2 5．1�
712 エアーレジーナ 牝3鹿 54 C．ルメール 遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 41：53．62� 4．2�
47 コトブキアルニラム 牝3芦 54 三浦 皇成尾上 松壽氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 438－ 21：53．91� 8．5�
814 ワンモアナイン 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 456＋ 2 〃 クビ 15．2�
34 ゲームアプレット 牝3芦 54 嶋田 純次薗部 博之氏 小笠 倫弘 平取 北島牧場 450＋ 21：54．11� 30．1�
35 ウィズザワールド 牝3栗 54 柴田 大知阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 462＋ 21：55．16 4．5�
23 ネ オ ア ビ ー 牝3青鹿54 野中悠太郎西田 俊二氏 小西 一男 新冠 岩見牧場 452－ 21：55．63 220．2	
611 ルージュブラン 牝3芦 54 横山 武史 
東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 452± 0 〃 ハナ 5．7�
610 ロイヤルパフューム 牝3芦 54 岩田 望来 �サンデーレーシング 青木 孝文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498± 0 〃 ハナ 63．9
11 レゾンデートル 牝3鹿 54 原田 和真�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 上井農場 432－ 21：55．81� 276．2�
58 バナナムーン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新ひだか 大滝 康晴 444－ 21：56．11� 132．9�
46 デルマフゲン 牝3栗 54 木幡 巧也浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B448± 01：56．31� 10．6�
22 ゴールドフレイバー 牝3芦 54 武士沢友治岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 468＋ 81：57．47 182．7�
713 アイアムヤルワヨ 牝3栗 54 柴田 善臣堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 498－ 61：57．93 13．8�
815 エリカルーチェ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人三木 正浩氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 466＋ 81：58．21� 135．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，942，700円 複勝： 70，463，300円 枠連： 14，478，600円
馬連： 77，268，500円 馬単： 31，329，600円 ワイド： 65，448，000円
3連複： 119，008，000円 3連単： 127，972，900円 計： 540，911，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 170円 � 240円 枠 連（5－7） 1，100円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 600円 �� 710円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 20，210円

票 数

単勝票数 計 349427 的中 � 54073（3番人気）
複勝票数 計 704633 的中 � 104940（3番人気）� 114399（2番人気）� 68264（5番人気）
枠連票数 計 144786 的中 （5－7） 10133（7番人気）
馬連票数 計 772685 的中 �� 43024（4番人気）
馬単票数 計 313296 的中 �� 8937（8番人気）
ワイド票数 計 654480 的中 �� 28657（6番人気）�� 23574（9番人気）�� 22081（10番人気）
3連複票数 計1190080 的中 ��� 25319（11番人気）
3連単票数 計1279729 的中 ��� 4589（68番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．2―13．2―12．8―13．0―13．2―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．7―48．9―1：01．7―1：14．7―1：27．9―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペイシャクェーサー �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2020．10．11 東京11着

2018．3．2生 牝3鹿 母 スズカクエーサー 母母 スズカグレイス 7戦1勝 賞金 9，680，000円
〔制裁〕 ゲームアプレット号の騎手嶋田純次は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※レゾンデートル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

08086 4月18日 晴 不良 （3中山3） 第8日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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 エ レ グ ア 牡3鹿 56 菱田 裕二豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 466± 01：11．5 8．1�
47 キュムロンニンバス 牡3鹿 56 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 486－ 2 〃 アタマ 2．0�
612 ディベルティール 牡3鹿 56 戸崎 圭太ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 飛野牧場 496＋ 6 〃 クビ 3．7�
816 ゲッレールト 牝3鹿 54 北村 友一 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464± 01：11．6クビ 17．6�
35 モ ン チ 牡3栗 56 北村 宏司北所 直人氏 松山 将樹 新ひだか 三石川上牧場 468－ 21：11．81� 5．5	
713 スターオンステージ 牝3栗 54 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 426－ 21：12．01� 55．2

11 トップシンデレラ 牝3黒鹿54 吉田 豊平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 452＋ 21：12．21� 117．1�
12 カ ラ ハ リ �3鹿 56 三浦 皇成手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新冠 大栄牧場 420＋ 8 〃 ハナ 23．9�
48 デンジャーマン 牡3鹿 56

53 ▲原 優介石瀬 浩三氏 青木 孝文 日高 白瀬 盛雄 432－ 41：12．41� 89．0
36 チャーチャンテン 牝3黒鹿54 吉田 隼人田頭 勇貴氏 鈴木慎太郎 新ひだか 大滝 康晴 392－ 6 〃 アタマ 78．4�
510� コスモキルカス 牡3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松永 康利 豪 Rosemont

Stud 446± 01：13．46 110．6�
611 ピュアマジョリック 牝3鹿 54 岩田 望来�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 446± 01：13．5クビ 84．5�
24 ブ レ ー ド 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 490－ 61：13．71� 164．3�
815 バクシンクイン 牝3栗 54 嶋田 純次井上 久光氏 松永 康利 日高 サンバマウン

テンファーム 474 ―1：14．12 284．7�
714 イチゴミルク 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 元道牧場 458＋181：14．42 303．2�
23 グレイテストゲーム 牡3青鹿56 的場 勇人田頭 勇貴氏 中野 栄治 日高 モリナガファーム 458± 01：15．88 451．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，136，400円 複勝： 59，572，100円 枠連： 11，984，800円
馬連： 65，092，500円 馬単： 33，220，700円 ワイド： 55，258，700円
3連複： 106，720，600円 3連単： 127，420，300円 計： 494，406，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 160円 � 110円 � 130円 枠 連（4－5） 600円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 250円 �� 460円 �� 230円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 8，640円

票 数

単勝票数 計 351364 的中 � 34602（4番人気）
複勝票数 計 595721 的中 � 61456（4番人気）� 253741（1番人気）� 88649（2番人気）
枠連票数 計 119848 的中 （4－5） 15301（3番人気）
馬連票数 計 650925 的中 �� 79866（3番人気）
馬単票数 計 332207 的中 �� 12256（7番人気）
ワイド票数 計 552587 的中 �� 57396（3番人気）�� 26995（6番人気）�� 66617（2番人気）
3連複票数 計1067206 的中 ��� 84691（3番人気）
3連単票数 計1274203 的中 ��� 10688（23番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―12．1―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．5―46．6―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 16（12，9）5（1，6，13）（4，11）（2，8，7）－14，10－15－3 4 16（12，9）5（1，13）6（2，4，11，7）8，10，14－15＝3

勝馬の
紹 介

エ レ グ ア �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 バンブービギン デビュー 2020．9．5 札幌5着

2018．5．26生 牡3鹿 母 バ タ ラ バ 母母 アウントヘップ 9戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレイテストゲーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月18日まで平地

競走に出走できない。
※デンジャーマン号は，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８日



08087 4月18日 晴 不良 （3中山3） 第8日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

23 ゴールドブリーズ 牡3鹿 56 江田 照男居城 寿与氏 深山 雅史 新冠 北勝ファーム 494± 01：52．3 6．1�
510 アルバミノル 牡3鹿 56 C．ルメール 吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 468－ 4 〃 クビ 3．2�
11 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 482－ 21：52．51� 2．9�
48 ケ ル ト 牡3栗 56 福永 祐一小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 466－ 21：53．77 14．3�
816 セブンデイズ 牡3青鹿56 横山 武史前迫 義幸氏 田中 博康 むかわ 上水牧場 486＋10 〃 アタマ 11．9�
59 ボ ス コ �3鹿 56 北村 宏司吉田 和美氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 478－101：53．8� 4．8	
713 クリーンドリーム 牡3芦 56 岩田 望来石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 482－ 4 〃 クビ 43．1

815 モンサンレックス 牡3栗 56 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B486± 01：54．33 27．9�
24 スノーフレイム 牡3芦 56 野中悠太郎松谷 翔太氏 石栗 龍彦 むかわ 上水牧場 460± 0 〃 アタマ 473．2�
47 コ タ 牡3青鹿56 菱田 裕二小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B466＋ 41：55．47 106．8
12 ツクバエクレール 牡3鹿 56

53 ▲原 優介細谷 武史氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠伊藤牧場 446－ 21：56．03� 393．0�
611 ウエスタンアダム 牡3鹿 56 嶋田 純次西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 512－ 41：56．1� 522．1�
714 トリプルミリオン 牝3芦 54

51 ▲横山 琉人江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 426＋ 41：56．3� 466．2�
35 イルギオットーネ �3鹿 56

55 ☆木幡 育也金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム 486－ 2 〃 ハナ 124．1�

612 ヒ ロ ヘ ヴ ン 牡3鹿 56 原田 和真天堀 忠博氏 伊藤 大士 新ひだか 飯岡牧場 522－ 81：57．04 530．9�
36 シュガーレス �3栗 56 武士沢友治岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 432－121：57．53 569．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，751，700円 複勝： 54，198，300円 枠連： 15，235，100円
馬連： 64，899，800円 馬単： 30，763，700円 ワイド： 54，019，300円
3連複： 93，089，900円 3連単： 121，081，800円 計： 473，039，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 140円 � 130円 � 120円 枠 連（2－5） 670円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 370円 �� 260円 �� 220円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 5，810円

票 数

単勝票数 計 397517 的中 � 51320（4番人気）
複勝票数 計 541983 的中 � 85108（3番人気）� 110469（2番人気）� 136903（1番人気）
枠連票数 計 152351 的中 （2－5） 17584（2番人気）
馬連票数 計 648998 的中 �� 46729（5番人気）
馬単票数 計 307637 的中 �� 9973（10番人気）
ワイド票数 計 540193 的中 �� 33913（5番人気）�� 53917（2番人気）�� 66726（1番人気）
3連複票数 計 930899 的中 ��� 88848（2番人気）
3連単票数 計1210818 的中 ��� 15102（14番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．7―12．6―12．3―12．6―12．8―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．8―49．4―1：01．7―1：14．3―1：27．1―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．0
1
3
3，8（6，9，12）10（5，11）（13，15）－（2，4，7）16（1，14）
3（8，9）（10，1，12）－（11，7）（6，13，15，16）4，5（2，14）

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

勝馬の
紹 介

ゴールドブリーズ �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2020．10．10 東京3着

2018．3．22生 牡3鹿 母 ゴールドジャパン 母母 ロンドリーナ 6戦1勝 賞金 8，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュガーレス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月18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〕 スノーフレイム号・ツクバエクレール号・トリプルミリオン号・イルギオットーネ号は，「3走成績による出走

制限」のため，令和3年6月18日まで平地競走に出走できない。

08088 4月18日 晴 重 （3中山3） 第8日 第4競走 2，200�3歳未勝利
発走11時35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

12 ブレークアップ 牡3栗 56 横山 武史阿部東亜子氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 492＋ 62：15．2 4．4�
510 カーディナル 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 林 徹 安平 ノーザンファーム 492＋122：15．83� 2．4�
23 マイネルヒッツェ 牡3芦 56 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 458± 02：15．9クビ 3．5�
59 ネイチャーシップ 牡3芦 56 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 458＋ 62：16．64 7．2�
713 マリノアズラ 牝3黒鹿54 武士沢友治矢野まり子氏 小手川 準 日高 クラウン日高牧場 472－ 62：16．7� 42．1	
816 ホウオウリアリティ 牡3栗 56 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 2 〃 クビ 15．8

48 ルリアンシップ 牝3芦 54

53 ☆木幡 育也�下河辺牧場 稲垣 幸雄 日高 下河辺牧場 412－ 22：17．23 433．1�
612 コスモジェニー 牝3芦 54 木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 406＋ 22：17．41� 239．1�
611 カシノマイスター 牡3栗 56 岩部 純二柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 490－ 42：17．61� 428．9
11 ギャラクサイト 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 クビ 26．9�
24 ゴートゥートラベル 牝3青鹿54 柴田 善臣吉田 千津氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 402－ 22：17．81� 29．8�
817 クイーンシルビア 牝3鹿 54 菱田 裕二田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 市川フアーム 432－ 22：17．9クビ 349．4�
714 ムーンライトベガ 牝3青鹿54 嶋田 純次山科 統氏 大竹 正博 浦河 杵臼牧場 424± 02：18．22 333．0�
35 リオアビセオ 牝3栗 54 岩田 望来�G1レーシング 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 424± 02：18．62� 161．9�
815 ト レ ヴ ィ ス 牡3鹿 56

53 ▲原 優介安齋 廣行氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 420＋ 22：18．92 337．1�
47 ライヴビスケット 牡3鹿 56 嘉藤 貴行澤田 孝之氏 尾形 和幸 日高 宝寄山 拓樹 492＋ 42：19．11� 552．8�
36 ショウナンラッキー 牡3鹿 56 吉田 隼人国本 哲秀氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B464－ 22：19．84 67．2�
（17頭）

売 得 金
単勝： 44，293，400円 複勝： 62，707，100円 枠連： 17，537，000円
馬連： 80，492，100円 馬単： 37，778，400円 ワイド： 64，771，000円
3連複： 125，701，800円 3連単： 155，247，900円 計： 588，528，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 130円 � 120円 � 120円 枠 連（1－5） 400円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 250円 �� 260円 �� 210円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 3，810円

票 数

単勝票数 計 442934 的中 � 79986（3番人気）
複勝票数 計 627071 的中 � 108847（3番人気）� 152354（1番人気）� 132523（2番人気）
枠連票数 計 175370 的中 （1－5） 33585（2番人気）
馬連票数 計 804921 的中 �� 105939（2番人気）
馬単票数 計 377784 的中 �� 19221（5番人気）
ワイド票数 計 647710 的中 �� 64649（2番人気）�� 60201（3番人気）�� 84762（1番人気）
3連複票数 計1257018 的中 ��� 203608（1番人気）
3連単票数 計1552479 的中 ��� 29526（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．1―12．6―13．0―12．5―12．6―12．3―12．0―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．1―35．2―47．8―1：00．8―1：13．3―1：25．9―1：38．2―1：50．2―2：02．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．0
1
3
2，3，11，10（1，16）（14，17）（4，6）5（9，13）7，12－8－15
2（3，11）（1，10，6）（16，17）（5，14，4）（7，9，13）12，8－15

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

勝馬の
紹 介

ブレークアップ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．10．11 東京9着

2018．4．17生 牡3栗 母 リトルジュン 母母 ベストタッセルド 5戦1勝 賞金 8，400，000円
〔3走成績による出走制限〕 カシノマイスター号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月18日まで平地競走に出走でき

ない。
※出走取消馬 マイネルグロン号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）



08089 4月18日 晴 重 （3中山3） 第8日 第5競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走12時25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
1：48．5
1：47．6

重
重

22 スクリーンプロセス 牡3青鹿56 横山 武史 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 544＋ 61：52．7 4．8�
810 ノーブルシルエット 牝3黒鹿54 三浦 皇成吉木 伸彦氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 474± 0 〃 クビ 2．8�
66 ラフストリーム 牡3鹿 56 大野 拓弥牧埜 幸一氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 526－ 61：52．91� 17．9�
11 サンキューレター 牡3栗 56 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 相沢 郁 新冠 村上 雅規 476＋101：53．21� 4．1�
33 � バーボンハイボール 牡3栗 56 北村 友一大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Candy Mead-

ows LLC 558＋ 61：53．73 49．7	
78 � コズミックマインド 牡3鹿 56 戸崎 圭太�レッドマジック田島 俊明 米 Candy Mead-

ows LLC 448＋ 2 〃 クビ 6．2

811� スカイナイル 牝3芦 54 吉田 隼人 �社台レースホース牧浦 充徳 米 Teruya

Yoshida 480＋ 2 〃 ハナ 33．1�
55 サトノバトラー 牡3鹿 56 C．ルメール �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B496＋ 21：53．91 8．2�
79 ミッションレール 牡3鹿 56 岩田 望来 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 478＋ 41：54．21� 93．1
67 ペイシャオウユー 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか グランド牧場 458－ 21：54．62� 128．9�
44 インパルスベルン 牡3鹿 56 木幡 巧也四本 昭弘氏 加藤士津八 新ひだか 静内白井牧場 504＋ 81：56．09 20．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 50，098，200円 複勝： 68，128，600円 枠連： 10，861，800円
馬連： 81，225，800円 馬単： 36，697，900円 ワイド： 61，059，500円
3連複： 103，589，300円 3連単： 156，055，700円 計： 567，716，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 130円 � 410円 枠 連（2－8） 710円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，120円 �� 580円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 18，140円

票 数

単勝票数 計 500982 的中 � 81937（3番人気）
複勝票数 計 681286 的中 � 121783（2番人気）� 163930（1番人気）� 29397（6番人気）
枠連票数 計 108618 的中 （2－8） 11832（3番人気）
馬連票数 計 812258 的中 �� 88363（2番人気）
馬単票数 計 366979 的中 �� 17141（5番人気）
ワイド票数 計 610595 的中 �� 56662（2番人気）�� 12748（14番人気）�� 26418（9番人気）
3連複票数 計1035893 的中 ��� 23801（13番人気）
3連単票数 計1560557 的中 ��� 6236（69番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．9―13．8―12．2―12．6―12．6―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．3―51．1―1：03．3―1：15．9―1：28．5―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スクリーンプロセス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．1．5 中山2着

2018．2．4生 牡3青鹿 母 サイレントクロップ 母母 サイレントハピネス 3戦2勝 賞金 14，800，000円

08090 4月18日 晴 重 （3中山3） 第8日 第6競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走12時55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
1：08．5
1：08．5

重
重

714 ブルーダイヤカフェ 牡4青 57 大野 拓弥西川 恭子氏 和田 勇介 登別 登別上水牧場 526＋ 81：10．5 2．4�
23 � ジッピーレーサー �4鹿 57 岩田 望来岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 466± 01：11．03 5．7�
510 コーリングローリー 牡4栗 57 野中悠太郎伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 442－ 6 〃 ハナ 14．1�
713� ジャックオレンジ �4栗 57 木幡 巧也 �YGGホースクラブ 武井 亮 日高 サンバマウン

テンファーム B480＋ 41：11．2	 39．6�
611 ツインシップ 牡4芦 57 田辺 裕信合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 446＋ 2 〃 ハナ 37．4�
36 セレンディピア 牡4鹿 57

56 ☆木幡 育也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 日高 日西牧場 464± 0 〃 アタマ 30．0	

11 ハラモシュテソーロ 牡4栗 57 江田 照男了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 浦河 杵臼牧場 492－10 〃 クビ 18．2


35 アピテソーロ 牡4青鹿57 菱田 裕二了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 安平 追分ファーム 494－ 41：11．51	 204．6�

612� リネンフリー 牝4黒鹿55 吉田 豊戸山 光男氏 南田美知雄 青森 ワールドファーム 448＋14 〃 ハナ 207．9�
12 カップッチョ 牡4鹿 57 岩部 純二ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 472± 01：11．6	 45．9�
48 ウインアクティーボ 牡4鹿 57 横山 武史�ウイン 高木 登 浦河 宮内牧場 494± 01：11．8	 6．9�
815 ダディフィンガー 牡5鹿 57 的場 勇人野村 茂雄氏 的場 均 むかわ 上水牧場 500± 01：12．33 13．5�
47 シゲルミカヅキ 牡4鹿 57 柴田 善臣森中 蕃氏 石毛 善彦 浦河 中神牧場 450－ 21：12．72
 152．1�
816� ジューンマウス 牡4栗 57 原田 和真吉川 潤氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 464－ 31：13．12
 12．6�
59 グレートコート 牡4芦 57

54 ▲横山 琉人伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 472－10 〃 アタマ 55．6�
24 アールランペイジ 牡5鹿 57 三浦 皇成前原 敏行氏 伊藤 大士 平取 北島牧場 B512＋ 6 （競走中止） 9．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，222，000円 複勝： 60，933，300円 枠連： 19，727，400円
馬連： 84，203，600円 馬単： 33，425，600円 ワイド： 70，846，900円
3連複： 126，965，100円 3連単： 130，473，300円 計： 565，797，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 210円 � 270円 枠 連（2－7） 420円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 380円 �� 550円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 8，340円

票 数

単勝票数 計 392220 的中 � 126412（1番人気）
複勝票数 計 609333 的中 � 151044（1番人気）� 69727（3番人気）� 46427（5番人気）
枠連票数 計 197274 的中 （2－7） 35675（1番人気）
馬連票数 計 842036 的中 �� 90077（1番人気）
馬単票数 計 334256 的中 �� 21120（1番人気）
ワイド票数 計 708469 的中 �� 51700（1番人気）�� 33002（4番人気）�� 15665（12番人気）
3連複票数 計1269651 的中 ��� 37599（3番人気）
3連単票数 計1304733 的中 ��� 11342（4番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．0―12．2―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―33．4―45．6―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーダイヤカフェ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．6．7 東京1着

2017．3．7生 牡4青 母 ヒカルダイヤモンド 母母 クラクエンレディー 6戦2勝 賞金 15，700，000円
〔競走中止〕 アールランペイジ号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



08091 4月18日 晴 重 （3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）

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

22 アイスブラスト 牡5鹿 57 福永 祐一 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 新ひだか 沖田 哲夫 500± 01：53．1 2．4�
710 サクララージャン 牡5青鹿57 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 500＋101：53．31� 9．4�
67 ピースボヌール �4鹿 57 大野 拓弥 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 500± 01：53．61� 10．6�
79 � プ ロ ー ス 牡5栗 57 吉田 隼人髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B510－ 41：53．7� 22．0�
811 セイシェルノユウヒ 牡4芦 57 北村 友一宮城 寛也氏 安田 翔伍 新冠 スカイビーチステーブル 464＋ 4 〃 ハナ 4．5�
812 トーホウボッカ 牡5黒鹿57 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 482＋ 21：53．8� 271．2	
44 � ス ウ ェ ア ー 牡4鹿 57 吉田 豊松谷 翔太氏 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム B524－ 2 〃 ハナ 4．1

33 � ヌ ン カ プ ト 牡4鹿 57

56 ☆木幡 育也ヌンクラブ� 柄崎 孝 浦河 不二牧場 446－ 41：54．01� 57．2�
11 ガラデレオン 牡4鹿 57 木幡 巧也山口 敦広氏 的場 均 新ひだか 落合 一巳 490－ 41：54．53 151．2�
56 ロダルキラー 牡5栗 57 江田 照男ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 三石川上牧場 B508± 01：54．6クビ 11．1
68 � ユウヒノプリンス �4栗 57 岩部 純二坂田 行夫氏 天間 昭一 日高 新井 昭二 480－ 21：54．92 165．4�
55 アイムソーグレイト 牡5栗 57 田中 勝春平井 裕氏 藤原 辰雄 浦河 岡部牧場 B474＋ 61：56．49 47．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，155，900円 複勝： 53，442，500円 枠連： 12，194，900円
馬連： 70，698，500円 馬単： 38，278，300円 ワイド： 56，844，300円
3連複： 95，636，700円 3連単： 151，273，900円 計： 521，525，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 210円 � 260円 枠 連（2－7） 730円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 520円 �� 570円 �� 900円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 9，470円

票 数

単勝票数 計 431559 的中 � 139056（1番人気）
複勝票数 計 534425 的中 � 147600（1番人気）� 58218（4番人気）� 41814（6番人気）
枠連票数 計 121949 的中 （2－7） 12870（2番人気）
馬連票数 計 706985 的中 �� 52195（3番人気）
馬単票数 計 382783 的中 �� 25346（3番人気）
ワイド票数 計 568443 的中 �� 28516（6番人気）�� 25727（8番人気）�� 15530（14番人気）
3連複票数 計 956367 的中 ��� 23410（11番人気）
3連単票数 計1512739 的中 ��� 11577（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．8―51．1―1：03．7―1：16．2―1：28．5―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アイスブラスト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．12．15 中山1着

2016．3．2生 牡5鹿 母 キングダンサー 母母 メインタイトル 11戦2勝 賞金 25，200，000円
〔発走状況〕 ピースボヌール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 アイムソーグレイト号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

08092 4月18日 晴 稍重 （3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；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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

77 フォワードアゲン �4黒鹿57 柴田 善臣浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 420± 01：34．9 3．5�
66 クインズサン 牡8青 57 野中悠太郎 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 浦河 日進牧場 470－ 21：35．22 18．2�
88 ハローユニコーン 牝7鹿 55 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 472－ 81：35．3� 24．4�
44 ゼンノジャスタ 牡4黒鹿57 岩田 望来大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 460－ 41：35．4� 4．1�
11 グ ル ア ー ブ 牝4鹿 55 福永 祐一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 424－ 41：35．71	 2．2�
33 ストームリッパー �5鹿 57 池添 謙一吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B518＋ 21：36．65 22．5	
22 テンワールドレイナ 牝6栗 55 M．デムーロ天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 482＋ 41：36．92 6．9


（7頭）
55 デルマウオッカ 牡6鹿 57 木幡 巧也浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 39，122，400円 複勝： 42，983，600円 枠連： 発売なし
馬連： 71，887，800円 馬単： 37，417，300円 ワイド： 43，104，000円
3連複： 78，624，000円 3連単： 178，725，600円 計： 491，864，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 200円 � 450円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，000円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 7，680円 3 連 単 ��� 27，470円

票 数

単勝票数 計 391224 的中 � 88871（2番人気）
複勝票数 計 429836 的中 � 97691（2番人気）� 32054（5番人気）
馬連票数 計 718878 的中 �� 27765（7番人気）
馬単票数 計 374173 的中 �� 9841（11番人気）
ワイド票数 計 431040 的中 �� 20259（8番人気）�� 11001（16番人気）�� 5335（20番人気）
3連複票数 計 786240 的中 ��� 7674（25番人気）
3連単票数 計1787256 的中 ��� 4717（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―35．2―46．9―58．9―1：10．8―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0

3 ・（2，4）（1，6）7（3，8）
2
4

・（1，2，4，6）7－（3，8）・（1，2，4，7）6（3，8）
勝馬の
紹 介

フォワードアゲン �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2020．3．21 中山4着

2017．4．22生 �4黒鹿 母 エーシンシャイナー 母母 エイシンサンサン 12戦3勝 賞金 49，084，000円
〔出走取消〕 デルマウオッカ号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。



08093 4月18日 晴 稍重 （3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，2．4．18以降3．4．11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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

67 マイネルミュトス 牡5青 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 42：02．3 6．6�

811 セントオブゴールド 牡4鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－ 4 〃 クビ 3．2�

78 キボウノダイチ �6黒鹿54 吉田 隼人三宅 勝俊氏 畑端 省吾 浦河 カナイシスタッド 482－ 82：02．5� 19．0�
55 シャドウセッション �5鹿 56 C．ルメール 飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 520－ 22：02．6� 3．9�
22 イ ロ ゴ ト シ 牡4鹿 54 岩田 望来内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 470＋ 4 〃 クビ 23．5	
33 ヴィクターバローズ 牡4鹿 55 川田 将雅猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B474＋ 22：03．02� 5．2

11 ブレーヴユニコーン 牡5青鹿54 菱田 裕二諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 538＋18 〃 アタマ 49．2�
44 ダノングレーター 牡5黒鹿55 北村 友一�ダノックス 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B474－ 62：03．1� 11．4�
79 ピースディオン 牡4鹿 54 池添 謙一久米田正平氏 大竹 正博 新冠 秋田牧場 494－ 42：03．31 9．1
66 メ イ オ ー ル 牝5鹿 51 江田 照男千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 470－ 42：03．4� 31．8�
810 サ ン シ ロ ウ 牡7鹿 54 吉田 豊合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B506－122：04．03� 114．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，676，400円 複勝： 78，523，100円 枠連： 15，288，800円
馬連： 112，728，400円 馬単： 44，047，700円 ワイド： 79，032，300円
3連複： 151，578，700円 3連単： 207，024，500円 計： 737，899，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 180円 � 150円 � 400円 枠 連（6－8） 830円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，860円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 6，470円 3 連 単 ��� 37，270円

票 数

単勝票数 計 496764 的中 � 59595（4番人気）
複勝票数 計 785231 的中 � 113529（4番人気）� 174320（1番人気）� 38057（7番人気）
枠連票数 計 152888 的中 （6－8） 14267（2番人気）
馬連票数 計1127284 的中 �� 86703（3番人気）
馬単票数 計 440477 的中 �� 14063（8番人気）
ワイド票数 計 790323 的中 �� 60828（2番人気）�� 10206（26番人気）�� 13602（16番人気）
3連複票数 計1515787 的中 ��� 17570（22番人気）
3連単票数 計2070245 的中 ��� 4027（127番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．7―36．4―48．9―1：01．7―1：13．9―1：26．2―1：38．1―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルミュトス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．10．14 京都5着

2016．4．13生 牡5青 母 マイネヌーヴェル 母母 マイネプリテンダー 25戦3勝 賞金 62，485，000円

08094 4月18日 晴 重 （3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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

58 	 ダンシングプリンス 牡5鹿 56 三浦 皇成吉田 千津氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 516＋ 21：09．2 1．9�
59 ノンライセンス 牝5黒鹿54 C．ルメール�桑田牧場 松永 幹夫 平取 船越 伸也 452－ 81：09．62
 29．6�
23 � ジャスパープリンス 牡6鹿 57 北村 友一加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

504＋ 41：09．71 18．6�
11 レシプロケイト 牡5栗 56 川田 将雅ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 61：09．8クビ 12．7�
46 ア ポ ロ ビ ビ 牡5栗 57 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 466＋ 21：09．9
 4．6�
35 デザートストーム 牡7黒鹿57 戸崎 圭太ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 41：10．21 8．7	
610 サンライズカラマ 牡7栗 56 池添 謙一松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B500± 0 〃 ハナ 133．0

815 ルッジェーロ �6黒鹿56 吉田 隼人村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B520－ 2 〃 アタマ 12．0�
713 メイショウギガース 牡7青鹿56 大野 拓弥松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 B488－ 6 〃 アタマ 200．9�
814 スギノヴォルケーノ 牡5鹿 56 岩田 望来杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 494± 01：10．3 27．7
611 ミッキースピリット 牡5鹿 56 柴田 大知野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490－ 41：10．51� 280．2�
22 アユツリオヤジ 牡7栗 56 柴田 善臣 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 500＋ 21：10．81 101．5�
47 	 サザンヴィグラス 牡6鹿 56 M．デムーロ村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ

ネツ牧場 508＋ 81：10．9
 46．5�
712 ロードラズライト �6青鹿56 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 448± 01：11．11 17．9�
34 ジョーマンデリン 牝5芦 54 菱田 裕二上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 476－101：11．73
 76．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 92，593，600円 複勝： 112，666，800円 枠連： 35，578，300円
馬連： 208，679，100円 馬単： 84，193，800円 ワイド： 146，187，800円
3連複： 303，225，300円 3連単： 386，901，100円 計： 1，370，025，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 140円 � 560円 � 440円 枠 連（5－5） 2，190円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 780円 �� 4，510円

3 連 複 ��� 9，210円 3 連 単 ��� 33，610円

票 数

単勝票数 計 925936 的中 � 385529（1番人気）
複勝票数 計1126668 的中 � 306601（1番人気）� 39570（8番人気）� 53496（7番人気）
枠連票数 計 355783 的中 （5－5） 12552（9番人気）
馬連票数 計2086791 的中 �� 58490（10番人気）
馬単票数 計 841938 的中 �� 18091（10番人気）
ワイド票数 計1461878 的中 �� 35116（13番人気）�� 50228（9番人気）�� 7975（42番人気）
3連複票数 計3032253 的中 ��� 24683（31番人気）
3連単票数 計3869011 的中 ��� 8345（98番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．2―11．7―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．6―45．3―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

	ダンシングプリンス �
�
父 パ ド ト ロ ワ �

�
母父 バブルガムフェロー

2016．5．17生 牡5鹿 母 リトルブレッシング 母母 サワヤカプリンセス 8戦4勝 賞金 75，946，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出走取消馬 ヤマカツマーメイド号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 スピリットワンベル号・スマートアルタイル号・ロイヤルパールス号・ロンドンテソーロ号・ロードエース号
（非抽選馬） 6頭 ヴァニラアイス号・クリノフウジン号・バレッティ号・ハングリーベン号・ホウオウピースフル号・

メイショウカリン号

２レース目



08095 4月18日 晴 稍重 （3中山3） 第8日 第11競走 ��
��2，000�第81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 26，432，000円 7，552，000円 3，776，000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

47 エフフォーリア 牡3鹿 57 横山 武史 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 504－102：00．6 3．7�
713 タイトルホルダー 牡3鹿 57 田辺 裕信山田 弘氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 462－ 42：01．13 17．0�
23 ステラヴェローチェ 牡3黒鹿57 吉田 隼人大野 剛嗣氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 クビ 14．3�
11 アドマイヤハダル 牡3鹿 57 C．ルメール 近藤 旬子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 482－ 22：01．2クビ 8．8�
36 ヨーホーレイク 牡3鹿 57 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504－ 2 〃 クビ 21．5	
815 グラティアス 牡3鹿 57 M．デムーロ �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 500＋ 22：01．3� 15．7

611 ディープモンスター 牡3青鹿57 戸崎 圭太 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 444－ 82：01．4クビ 19．6�
816 レッドベルオーブ 牡3青鹿57 福永 祐一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：01．82� 18．8�
35 ヴィクティファルス 牡3鹿 57 池添 謙一�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 478－ 22：02．11	 10．1
24 イルーシヴパンサー 牡3黒鹿57 大野 拓弥草間 庸文氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 472＋ 22：02．2	 179．9�
510 シュヴァリエローズ 牡3鹿 57 三浦 皇成 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 440－ 42：02．41
 109．1�
612 ワールドリバイバル 牡3鹿 57 菱田 裕二鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 天羽牧場 506± 0 〃 ハナ 158．0�
59 ラ ー ゴ ム 牡3栗 57 北村 友一林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 516＋ 42：02．6	 13．8�
12 ルーパステソーロ 牡3芦 57 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 534± 02：02．91	 194．7�
48 ダノンザキッド 牡3鹿 57 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 504－ 82：03．11 3．3�
714 アサマノイタズラ 牡3黒鹿57 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 494－ 62：03．63� 32．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 935，962，700円 複勝： 890，472，900円 枠連： 568，758，700円 馬連： 2，738，656，800円 馬単： 961，353，700円
ワイド： 1，509，219，000円 3連複： 4，598，924，100円 3連単： 6，969，319，200円 5重勝： 836，348，400円 計： 20，009，015，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 490円 � 380円 枠 連（4－7） 1，150円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 5，510円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 1，150円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 20，000円 3 連 単 ��� 82，320円

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

キャリーオーバー なし����� 411，120円

票 数

単勝票数 計9359627 的中 � 2022602（2番人気）
複勝票数 計8904729 的中 � 1698794（2番人気）� 405965（10番人気）� 546042（6番人気）
枠連票数 計5687587 的中 （4－7） 382983（5番人気）
馬連票数 計27386568 的中 �� 524956（16番人気）
馬単票数 計9613537 的中 �� 130791（20番人気）
ワイド票数 計15092190 的中 �� 253419（17番人気）�� 346072（12番人気）�� 106566（45番人気）
3連複票数 計45989241 的中 ��� 172379（73番人気）
3連単票数 計69693192 的中 ��� 61375（274番人気）
5重勝票数 計8363484 的中 ����� 1424

ハロンタイム 12．1―11．7―12．5―11．9―12．1―11．4―11．9―12．1―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．8―36．3―48．2―1：00．3―1：11．7―1：23．6―1：35．7―1：48．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エフフォーリア �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．8．23 札幌1着

2018．3．10生 牡3鹿 母 ケイティーズハート 母母 ケイティーズファースト 4戦4勝 賞金 192，148，000円
〔制裁〕 ヨーホーレイク号の騎手岩田望来は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番・15番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりエフフォーリア号・タイトルホルダー号・ステラヴェローチェ号・アドマイヤハダル号・ヨーホーレイク号は，
東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。

08096 4月18日 晴 稍重 （3中山3） 第8日 第12競走 ��2，500�サンシャインステークス
発走16時25分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス，2．4．18以降3．4．11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 2，700，000円 1，820，000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
2：29．5
2：28．2

良
良

67 アドマイヤポラリス 牡5鹿 56 福永 祐一近藤 旬子氏 友道 康夫 新ひだか 下屋敷牧場 482－ 82：35．4 2．7�
68 サトノラディウス 牡5鹿 56 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 488－ 62：35．5� 10．6�
710 ディバインフォース 牡5鹿 56 池添 謙一吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 468＋ 62：35．61 4．9�
811 エフェクトオン 牡5黒鹿54 吉田 隼人 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 444－ 42：35．7クビ 11．6�
33 ヒシヴィクトリー 牡6黒鹿55 木幡 巧也阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 492＋ 22：35．8� 23．2	
44 バイマイサイド 牡6栗 56 横山 武史�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 488＋ 6 〃 ハナ 6．5

79 サトノグロワール 牡6黒鹿54 岩田 望来 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 516± 02：36．43� 24．6�
55 ヒシゲッコウ 牡5黒鹿55 C．ルメール 阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B484－ 22：36．72 4．9�
11 � シビックヴァーゴ 牡5鹿 51 原 優介國枝久美子氏 伊坂 重信 浦河 大北牧場 462－ 42：37．76 175．6
22 ヒラボクメルロー 牝5黒鹿51 江田 照男�平田牧場 田中 剛 浦河 辻 牧場 468＋ 42：38．23 22．2�
812 ウィナーポイント 牝6黒鹿50 木幡 育也岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 428± 02：38．73 107．0�

（11頭）
56 � ア ス テ ィ �5栗 52 吉田 豊山口謙太郎氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 146，610，200円 複勝： 159，855，500円 枠連： 43，211，400円
馬連： 296，844，400円 馬単： 121，207，200円 ワイド： 225，987，600円
3連複： 429，277，600円 3連単： 676，699，000円 計： 2，099，692，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 240円 � 170円 枠 連（6－6） 1，490円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 370円 �� 260円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 9，440円

票 数

単勝票数 計1466102 的中 � 432564（1番人気）
複勝票数 計1598555 的中 � 382858（1番人気）� 138797（6番人気）� 241755（2番人気）
枠連票数 計 432114 的中 （6－6） 22387（6番人気）
馬連票数 計2968444 的中 �� 172405（4番人気）
馬単票数 計1212072 的中 �� 45262（6番人気）
ワイド票数 計2259876 的中 �� 155439（3番人気）�� 244675（1番人気）�� 58701（14番人気）
3連複票数 計4292776 的中 ��� 148592（5番人気）
3連単票数 計6766990 的中 ��� 51921（20番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．2―18．6―29．8―41．6―54．1―1：07．6―1：20．4―1：33．4―1：45．9―1：58．6―2：10．6―2：23．0

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤポラリス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2018．7．22 中京2着

2016．5．11生 牡5鹿 母 ソングオブサイレンス 母母 State Secret 17戦4勝 賞金 76，555，000円
〔出走取消〕 アスティ号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。

５レース目



（3中山3）第8日 4月18日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 163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

426，890，000円
13，830，000円
29，640，000円
39，340，000円
52，850，000円
70，042，500円
5，074，500円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
1，550，565，600円
1，713，947，100円
764，856，800円
3，952，677，300円
1，489，713，900円
2，431，778，400円
6，332，341，100円
9，388，195，200円
836，348，400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
5 重 勝
計 28，460，423，800円

総入場人員 3，005名 （有料入場人員 2，430名）



令和3年度 第3回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，345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

2，233，140，000円
35，810，000円
196，470，000円
51，500，000円
263，180，000円
5，000，000円
566，846，000円
42，758，500円
12，912，000円

勝馬投票券売得金
6，331，406，500円
9，047，718，000円
2，557，943，100円
13，943，882，700円
5，766，219，700円
9，769，855，300円
21，692，827，200円
29，842，693，800円
836，348，400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
5 重 勝
計 99，788，894，700円

総入場延人員 16，240名 （有料入場延人員 14，538名）

特 記 事 項
第3回中山競馬第1日および第2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。
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