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08061 4月12日 曇 稍重 （2中山3） 第6日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走9時55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

34 ガルナッチャ 牝3栗 54 横山 和生チームユッキレーシング 大江原 哲 日高 広富牧場 432＋ 41：56．2 12．0�
610 ジェロボーム 牝3栗 54 三浦 皇成長谷川祐司氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 482＋ 41：56．73 1．2�
33 ジ ュ ネ ス 牝3青鹿54 吉田 豊島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 484± 01：57．87 11．9�
11 ヴェリエーロ 牝3黒鹿54 �島 克駿 �京都ホースレーシング 小崎 憲 浦河 猿橋 義昭 446＋ 2 〃 クビ 103．8�
814 ゾ ー ル シ カ 牝3芦 54 木幡 巧也山口 敦広氏 土田 稔 新冠 山岡ファーム 446＋ 61：58．01� 123．7	
57 トップブランド 牝3黒鹿54 L．ヒューイットソン �ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B478－ 21：58．21� 9．8


（南ア）

22 プレシャススパート 牝3栗 54 的場 勇人日向 均氏 的場 均 浦河 まるとみ冨岡牧場 506－ 21：58．94 71．5�
45 ラ カ ル マ 牝3鹿 54

52 △木幡 育也�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B468＋ 41：59．0� 356．9
712 ルージュキッス 牝3黒鹿54 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 平取 有限会社中
田牧場 434－ 21：59．31� 102．5�

711 メイショウコバコ 牝3栗 54 加藤 祥太松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 488－121：59．83 74．5�
69 エレガントヴォイス 牝3栗 54 北村 宏司吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 472－ 22：00．11� 7．6�
46 グレイトサンディー 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 448＋ 62：00．2� 290．7�
813 ゼンダンスネーク 牝3青鹿54 内田 博幸渡邊 善男氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 454± 02：00．3� 350．4�
58 ラブキーセキ 牝3鹿 54 野中悠太郎増田 陽一氏 大和田 成 新冠 佐藤牧場 410－ 22：00．4� 301．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，918，000円 複勝： 108，663，100円 枠連： 8，567，500円
馬連： 40，677，100円 馬単： 29，066，500円 ワイド： 36，084，200円
3連複： 70，561，100円 3連単： 134，163，800円 計： 451，701，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 200円 � 100円 � 160円 枠 連（3－6） 270円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 240円 �� 570円 �� 210円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 9，860円

票 数

単勝票数 計 239180 的中 � 15851（5番人気）
複勝票数 計1086631 的中 � 29313（5番人気）� 882156（1番人気）� 41865（3番人気）
枠連票数 計 85675 的中 （3－6） 24208（1番人気）
馬連票数 計 406771 的中 �� 56167（4番人気）
馬単票数 計 290665 的中 �� 9228（8番人気）
ワイド票数 計 360842 的中 �� 39284（4番人気）�� 13416（7番人気）�� 49410（3番人気）
3連複票数 計 705611 的中 ��� 58608（5番人気）
3連単票数 計1341638 的中 ��� 9862（25番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―13．1―13．5―12．8―12．8―13．0―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．4―50．9―1：03．7―1：16．5―1：29．5―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．7
1
3
6（7，9）－（8，11）－（5，1，12）－（3，10）14，2，13，4
6，7（9，10）（5，8，12）（1，3，11，4）－（13，2，14）

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

勝馬の
紹 介

ガルナッチャ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2019．12．8 中山6着

2017．2．2生 牝3栗 母 キャンティユッキ 母母 サ ル ー ル 6戦1勝 賞金 7，150，000円
〔3走成績による出走制限〕 ゼンダンスネーク号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月12日まで平地競走に出走で

きない。
※ラカルマ号は，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。

08062 4月12日 曇 稍重 （2中山3） 第6日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時25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

510 グレートコート 牡3芦 56 三浦 皇成伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 41：12．7 3．9�
12 サンキーウエスト 牝3青鹿54 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社

ケイズ 450＋ 81：13．23 3．1�
714 シゲルメイオウセイ 牡3鹿 56 丸山 元気森中 蕃氏 松山 将樹 日高 池添 安雄 478± 0 〃 クビ 10．1�
23 ソルレオーネ 牡3鹿 56 丸田 恭介 �YGGホースクラブ 大竹 正博 日高 山際牧場 492＋ 41：13．3� 181．5�
11 ブ ン ロ ー ト 牡3鹿 56 大野 拓弥石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 プログレスファーム B520＋ 41：13．51 3．6�
713 スイスライツ 牡3鹿 56 江田 照男永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 470± 01：13．6� 8．5	
611 タイセイダンク 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新田中 成奉氏 斎藤 誠 浦河 富田牧場 454＋ 21：13．7� 19．5

815 ジュンヒトカップ 牝3鹿 54 杉原 誠人河合 裕明氏 勢司 和浩 浦河 宮内牧場 480－ 21：13．91 213．9�
47 カズモンレアーレ 牡3鹿 56 野中悠太郎合同会社雅苑興業 宮田 敬介 新ひだか タガミファーム 448＋ 21：14．11� 14．1�
612 コ ッ ヘ ル 牡3栗 56 内田 博幸上野 直樹氏 清水 英克 浦河 ヒダカフアーム 486＋ 41：14．42 37．4
48 フレアリボン 牝3鹿 54 加藤 祥太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 浦河 山田牧場 436－ 41：14．93 293．1�
816 サーブルルミエール 牡3栗 56 木幡 巧也落合 幸弘氏 伊藤 大士 新ひだか 上村 清志 B458＋ 21：15．11� 218．9�
36 マ ホ ウ シ ョ 牡3芦 56 横山 和生谷口 祐人氏 藤原 辰雄 日高 佐々木 康治 452 ―1：15．42 50．1�
35 ミサトアンバー 牝3鹿 54 原田 和真戸部 政彦氏 小桧山 悟 新ひだか 木村 秀則 438－101：16．03� 511．5�
24 エクセルチェイサー 牡3鹿 56 �島 克駿谷川 正純氏 天間 昭一 青森 荒谷牧場 472－141：17．06 347．3�
59 スーコーサファイア 牝3鹿 54

52 △木幡 育也谷口 祐人氏 深山 雅史 日高 三輪 幸子 422－141：17．63� 409．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，831，200円 複勝： 42，303，300円 枠連： 13，088，700円
馬連： 50，101，800円 馬単： 22，003，300円 ワイド： 38，523，200円
3連複： 72，776，100円 3連単： 82，515，800円 計： 347，143，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 140円 � 270円 枠 連（1－5） 380円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 320円 �� 480円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 7，160円

票 数

単勝票数 計 258312 的中 � 52311（3番人気）
複勝票数 計 423033 的中 � 75694（3番人気）� 92076（1番人気）� 30141（6番人気）
枠連票数 計 130887 的中 （1－5） 26175（2番人気）
馬連票数 計 501018 的中 �� 61608（2番人気）
馬単票数 計 220033 的中 �� 11840（4番人気）
ワイド票数 計 385232 的中 �� 33571（2番人気）�� 20212（5番人気）�� 15180（8番人気）
3連複票数 計 727761 的中 ��� 33592（3番人気）
3連単票数 計 825158 的中 ��� 8352（16番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．6―12．2―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．5―46．7―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．2
3 ・（1，7）14（3，10，16）（2，8）－13（9，15）11，6，12，5＝4 4 1（7，14）（3，10，16）（2，8）13－（11，15，6）－12，9，5＝4

勝馬の
紹 介

グレートコート �
�
父 キャプテントゥーレ �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2019．8．4 新潟11着

2017．3．21生 牡3芦 母 プリティーキャロル 母母 グラスティアラ 11戦1勝 賞金 13，480，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エクセルチェイサー号・スーコーサファイア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和2年6月12日まで平地競走に出走できない。

第３回 中山競馬 第６日



08063 4月12日 曇 稍重 （2中山3） 第6日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時55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

612 ラ ス ト マ ン 牡3栗 56 L．ヒューイットソン 堂守 貴志氏 戸田 博文 新冠 カミイスタット 488－ 61：55．1 1．4�
（南ア）

47 オンザフェーヴル 牡3栗 56 津村 明秀廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 482－ 81：55．73� 7．5�
24 テンチシンメイ 牡3鹿 56 三浦 皇成岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 B496－ 61：56．65 11．3�
59 エリモグリッター �3鹿 56 �島 克駿山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 458－ 41：56．81� 74．7�
510 ベストランナー 牡3鹿 56 木幡 巧也ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490± 01：56．9� 28．6�
714 パースピレーション 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田 照哉氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 21：57．0� 21．5�
12 トーセンワンダー 牡3栗 56 吉田 豊島川 	哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 502＋ 21：57．1� 6．7

35 ピースボヌール 牡3鹿 56 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 490＋ 2 〃 ハナ 21．2�
816 カッティングロック 牡3黒鹿56 井上 敏樹石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 508＋ 41：57．31� 72．2
815 ヤギリエピファクン 牡3鹿 56 北村 宏司内田ヤエ子氏 小西 一男 日高 浜本牧場 462－ 21：57．4� 114．8�
11 ユニバーサルタイム 牡3青鹿56 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 北俣ファーム 502＋ 81：57．93 464．9�
611 キタノエイカン 牡3黒鹿56 横山 和生北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 漆原 武男 444± 01：58．0� 451．0�
48 フ ジ コ ウ キ 牡3芦 56

54 △木幡 育也荒木 誠氏 大江原 哲 新ひだか 岡田牧場 460－ 41：58．31� 154．9�
23 ソ イ チ ー ノ �3芦 56 杉原 誠人�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム B506＋ 41：58．51� 392．3�
713 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 484－ 41：58．6� 298．2�
36 サイモンサンバ 牝3栗 54 野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 468－ 42：01．0大差 404．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，021，500円 複勝： 128，692，900円 枠連： 10，408，300円
馬連： 53，083，500円 馬単： 33，097，900円 ワイド： 44，548，700円
3連複： 77，054，600円 3連単： 129，169，600円 計： 508，077，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 180円 � 200円 枠 連（4－6） 370円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 250円 �� 320円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 2，490円

票 数

単勝票数 計 320215 的中 � 178527（1番人気）
複勝票数 計1286929 的中 � 977193（1番人気）� 52651（3番人気）� 45981（4番人気）
枠連票数 計 104083 的中 （4－6） 21749（2番人気）
馬連票数 計 530835 的中 �� 97255（2番人気）
馬単票数 計 330979 的中 �� 46874（2番人気）
ワイド票数 計 445487 的中 �� 50937（2番人気）�� 36565（3番人気）�� 14270（9番人気）
3連複票数 計 770546 的中 ��� 47607（4番人気）
3連単票数 計1291696 的中 ��� 37490（4番人気）

ハロンタイム 12．5―12．1―13．6―13．5―12．4―12．7―12．7―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．6―38．2―51．7―1：04．1―1：16．8―1：29．5―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3
・（9，10）－（4，12）（6，7）（3，14）2（13，15）1－8，16，11，5
10，9－12（7，15）（4，2）14（1，5）6，3（8，16）13，11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ ス ト マ ン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 トワイニング デビュー 2020．3．21 中山2着

2017．3．18生 牡3栗 母 プラセンティア 母母 キャサリーンパー 2戦1勝 賞金 7，500，000円
〔発走状況〕 ピースボヌール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サイモンサンバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月12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〕 サイモンサンバ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月12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。

08064 4月12日 曇 稍重 （2中山3） 第6日 第4競走 1，200�3歳未勝利
発走11時25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

611 ジョイウイン 牡3栗 56 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 490－ 21：12．0 2．8�
713 イ ン プ ル ソ 牡3鹿 56 津村 明秀 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新ひだか 三木田 明仁 480＋ 41：12．85 7．1�
35 マイネルピカソ 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 三木田牧場 462＋ 51：12．9� 81．0�
23 ニーケススマイル 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン �高橋ファーム 蛯名 利弘 浦河 大北牧場 458± 01：13．11� 3．5�

（南ア）

47 トーセンマイベスト 牡3鹿 56 野中悠太郎島川 	哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ
スティファーム 456－241：13．31� 19．3


24 ゼンダンロマン 牡3芦 56 横山 和生渡邊 善男氏 藤原 辰雄 青森 有限会社
ラークヒルズ 456＋ 2 〃 ハナ 18．4�

59 ブロウンアウェイ 牝3鹿 54 三浦 皇成岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 王蔵牧場 426± 01：13．83 36．8�
510 キイエクスプロード 牝3黒鹿54 原田 和真安田嘉太郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 422－12 〃 ハナ 534．9
11 リネンミッション 牝3鹿 54 丸田 恭介戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 三木田牧場 410－ 21：13．9� 54．6�
612 シゲルエリス 牡3黒鹿56 田中 勝春森中 蕃氏 的場 均 むかわ ヤマイチ牧場 480－ 2 〃 アタマ 97．8�
816 テ ィ ン パ ニ 牡3黒鹿56 江田 照男池田 草龍氏 粕谷 昌央 新冠 上井農場 B494－ 4 〃 アタマ 22．2�
815 サノノヴィグラス 牡3黒鹿 56

54 △木幡 育也佐野 信幸氏 尾形 和幸 新ひだか カタオカステーブル 490＋ 4 〃 ハナ 75．9�
36 スタニングビスタ 牝3栗 54 �島 克駿岡田 牧雄氏 武藤 善則 日高 増尾牧場 B450＋ 21：14．21� 457．6�
12 ナイトコマンダー 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 藤本ファーム 470± 01：14．62� 4．3�
48 キョウエイブリッツ 牝3黒鹿54 菅原 隆一田中 晴夫氏 武市 康男 青森 長谷地 義正 404－ 2 〃 アタマ 573．7�
714 ザサンアップライト 牡3栗 56 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 41：16．6大差 157．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，633，800円 複勝： 42，674，300円 枠連： 10，083，600円
馬連： 59，305，500円 馬単： 26，584，600円 ワイド： 45，258，500円
3連複： 84，757，100円 3連単： 102，068，100円 計： 404，365，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 260円 � 1，150円 枠 連（6－7） 1，060円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，810円 �� 6，310円

3 連 複 ��� 20，820円 3 連 単 ��� 74，590円

票 数

単勝票数 計 336338 的中 � 95124（1番人気）
複勝票数 計 426743 的中 � 97309（2番人気）� 40791（4番人気）� 6959（10番人気）
枠連票数 計 100836 的中 （6－7） 7352（4番人気）
馬連票数 計 593055 的中 �� 44522（4番人気）
馬単票数 計 265846 的中 �� 10284（7番人気）
ワイド票数 計 452585 的中 �� 25321（4番人気）�� 3981（26番人気）�� 1747（43番人気）
3連複票数 計 847571 的中 ��� 3053（49番人気）
3連単票数 計1020681 的中 ��� 992（200番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．5―12．0―12．5―13．5

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．0
3 2，11，16－3（9，13）5－（8，1）（4，7）12－6－（15，10）－14 4 ・（2，11）－（16，13）3（5，9）－1，7－（8，4）－12－6，10，15＝14

勝馬の
紹 介

ジョイウイン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．11．3 東京2着

2017．3．13生 牡3栗 母 エスコルピオン 母母 フィールドソング 5戦1勝 賞金 10，410，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ザサンアップライト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月12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〕 ティンパニ号・スタニングビスタ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月12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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 サノノクヒオ号・トマティーナ号・ピュアプリンセス号・ルールシェーバー号
※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。



08065 4月12日 曇 稍重 （2中山3） 第6日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時15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

23 アポロヴィクトリア 牝3鹿 54 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 422－ 21：36．2 8．8�
11 ヒガシヴァルキリー 牝3青鹿 54

52 △木幡 育也�ヤナガワ牧場 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 418＋ 81：36．3� 67．1�
815� リーガルバトル 牡3黒鹿54 L．ヒューイットソン 吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Arrowfield Pas-

toral Pty Ltd 510＋ 61：36．51 2．6�
（南ア）

816 フォワードアゲン �3黒鹿56 柴田 善臣浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 420＋ 21：36．71� 36．1�
48 プラットフォーマー 牝3鹿 54 三浦 皇成青山 洋一氏 矢野 英一 安平 追分ファーム 450＋ 6 〃 ハナ 3．2�
12 � トーヨースターオー 牡3栗 56 内田 博幸中嶋 宏氏 土田 稔 米 Chiyoda

Farm Co. Ltd 540＋16 〃 ハナ 30．8	
35 コ コ ニ ア ル 牝3栗 54 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 2 〃 ハナ 77．7

713 カウイダンス 牝3鹿 54 津村 明秀細谷 典幸氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 450－ 41：36．91� 14．6�
47 � グローバリズム 牝3栗 54 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 愛 Godolphin 464－ 2 〃 ハナ 14．2�
24 サンデープリンセス 牝3青鹿54 江田 照男藤田 好紀氏 加藤士津八 浦河 宮内牧場 480 ― 〃 クビ 32．9
611 ネオストーリー 牡3青鹿56 丸山 元気藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 458＋ 61：37．0	 10．3�
59 クリムゾンオーラ 牝3鹿 54 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 清水 英克 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 446± 01：37．32 416．2�
510 ディレクトゥス 牡3栗 56 的場 勇人小林 秀樹氏 伊藤 大士 日高 目黒牧場 448 ―1：37．4	 351．4�
36 ゴールドハーレー 牡3芦 56 吉田 豊米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 白井牧場 486－ 21：37．61� 14．7�
714 アテザムール 牝3黒鹿54 横山 和生寺田 心平氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 462－101：38．13 90．8�
612 レッドカルマン 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 534 ―1：38．31� 157．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，423，600円 複勝： 58，030，700円 枠連： 13，007，100円
馬連： 63，693，200円 馬単： 26，334，400円 ワイド： 51，812，100円
3連複： 92，611，300円 3連単： 102，488，600円 計： 444，401，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 240円 � 1，000円 � 150円 枠 連（1－2） 5，350円

馬 連 �� 23，670円 馬 単 �� 43，790円

ワ イ ド �� 4，630円 �� 590円 �� 4，070円

3 連 複 ��� 25，960円 3 連 単 ��� 271，180円

票 数

単勝票数 計 364236 的中 � 33076（3番人気）
複勝票数 計 580307 的中 � 58230（4番人気）� 10654（11番人気）� 140737（1番人気）
枠連票数 計 130071 的中 （1－2） 1882（18番人気）
馬連票数 計 636932 的中 �� 2085（45番人気）
馬単票数 計 263344 的中 �� 451（86番人気）
ワイド票数 計 518121 的中 �� 2764（43番人気）�� 24430（4番人気）�� 3154（39番人気）
3連複票数 計 926113 的中 ��� 2675（73番人気）
3連単票数 計1024886 的中 ��� 274（583番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．3―48．6―1：00．7―1：12．6―1：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

アポロヴィクトリア �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 スニッツェル デビュー 2020．3．14 中山2着

2017．5．15生 牝3鹿 母 アポロフィオリーナ 母母 ベ ル ビ オ ラ 2戦1勝 賞金 7，100，000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 ケイティディライト号・シラカワカツコ号・ユラヒメ号
※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。

08066 4月12日 曇 稍重 （2中山3） 第6日 第6競走 1，800�3歳1勝クラス
発走12時45分 （芝・右）（500万円以下）

牝；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
1：44．9
1：43．9

良
良

11 ミスニューヨーク 牝3青鹿54 加藤 祥太�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 448± 01：50．5 15．6�
33 カインドリー 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 438± 01：50．71� 13．5�
88 ピーエムピンコ 牝3黒鹿54 �島 克駿松山 毅氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 396＋ 4 〃 クビ 2．2�
66 ラキャラントシス 牝3栗 54 津村 明秀�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 472± 0 〃 アタマ 6．7�
22 シ ベ ー ル 牝3鹿 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 450± 0 〃 ハナ 3．4	
44 ハローキャンディ 牝3鹿 54 L．ヒューイットソン 中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 428＋ 61：50．8� 24．5


（南ア）

77 ジェラペッシュ 牝3鹿 54 丸山 元気柴田 洋一氏 尾関 知人 浦河 鎌田 正嗣 454＋ 81：51．33 5．9�
55 ア マ ゾ ー ヌ 牝3黒鹿54 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 山際牧場 470＋ 61：52．68 51．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 33，243，600円 複勝： 35，986，600円 枠連： 発売なし
馬連： 48，496，500円 馬単： 23，703，600円 ワイド： 33，324，400円
3連複： 58，049，500円 3連単： 115，149，700円 計： 347，953，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 310円 � 290円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 5，570円 馬 単 �� 11，180円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 640円 �� 580円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 52，570円

票 数

単勝票数 計 332436 的中 � 17001（6番人気）
複勝票数 計 359866 的中 � 22590（6番人気）� 24786（5番人気）� 109867（1番人気）
馬連票数 計 484965 的中 �� 6747（17番人気）
馬単票数 計 237036 的中 �� 1589（36番人気）
ワイド票数 計 333244 的中 �� 5275（20番人気）�� 13519（9番人気）�� 15195（8番人気）
3連複票数 計 580495 的中 ��� 8957（19番人気）
3連単票数 計1151497 的中 ��� 1588（156番人気）

ハロンタイム 12．9―12．8―12．7―13．0―12．2―11．9―11．4―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．7―38．4―51．4―1：03．6―1：15．5―1：26．9―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．0
1
3
5，6，1，4－3，8，7－2
5，6（1，4）（7，3）8，2

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

勝馬の
紹 介

ミスニューヨーク 
�
父 キングズベスト 

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．12．22 阪神3着

2017．4．10生 牝3青鹿 母 マンハッタンミート 母母 ダノンエトランゼル 4戦2勝 賞金 14，970，000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。



08067 4月12日 曇 稍重 （2中山3） 第6日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
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
1：08．7
1：08．7

重
重

22 � マリノエクスプレス 牝5黒鹿 55
54 ☆斎藤 新矢野 雅子氏 古賀 史生 日高 クラウン日高牧場 454＋ 21：11．6 7．2�

69 ハナブショウ 牝4鹿 55 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 456＋ 81：11．7� 4．5�
813 ア ポ ロ ア ミ 牝5鹿 55 丸山 元気アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 466＋ 41：12．01� 16．2�
57 カッチョエペペ 牝4栗 55 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B450＋ 21：12．1� 7．5�
58 � スマイルプリティ 牝6鹿 55 宮崎 北斗臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 496＋ 21：12．2� 3．2�
11 ゴ ム マ リ 牝5黒鹿55 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 484± 0 〃 ハナ 11．1�
814� サクラボヌール 牝5栗 55 北村 宏司	さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 478＋ 61：12．41� 52．7

712 レーヌダンス 牝5青鹿55 江田 照男酒井 喜生氏 矢野 英一 新ひだか 小河 豊水 472－ 41：12．61� 7．9�
33 ジェイエルフラッグ 牝4青鹿55 吉田 豊橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 446＋ 2 〃 ハナ 152．5�
46 ド ナ プ リ モ 牝5青鹿 55

53 △木幡 育也山田 貢一氏 高木 登 日高 日西牧場 460＋ 41：12．7クビ 176．1
610 ゲンパチカナ 牝4鹿 55 畑端 省吾平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか チャンピオンズファーム 438－ 41：13．01� 347．3�
34 � フェアザスピリッツ 牝4鹿 55 野中悠太郎 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 三石ファーム 516＋ 61：13．1� 78．6�
45 � ハワイアンダンサー 牝5鹿 55 丸田 恭介前迫 義幸氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 468＋ 21：13．63 31．3�
711� クリッパークラス 牝4栗 55 L．ヒューイットソン �シルクレーシング 武市 康男 新冠 村上牧場 446－ 91：14．98 10．2�

（南ア）

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，391，500円 複勝： 53，985，000円 枠連： 14，504，100円
馬連： 70，606，900円 馬単： 27，865，700円 ワイド： 54，449，100円
3連複： 95，352，700円 3連単： 103，468，100円 計： 454，623，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 210円 � 180円 � 340円 枠 連（2－6） 2，050円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，360円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 6，320円 3 連 単 ��� 29，740円

票 数

単勝票数 計 343915 的中 � 37805（3番人気）
複勝票数 計 539850 的中 � 69443（3番人気）� 86786（2番人気）� 35129（7番人気）
枠連票数 計 145041 的中 （2－6） 5472（9番人気）
馬連票数 計 706069 的中 �� 32828（6番人気）
馬単票数 計 278657 的中 �� 5393（15番人気）
ワイド票数 計 544491 的中 �� 24113（6番人気）�� 10022（20番人気）�� 12697（16番人気）
3連複票数 計 953527 的中 ��� 11309（24番人気）
3連単票数 計1034681 的中 ��� 2522（110番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―12．0―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―46．2―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マリノエクスプレス �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 Doyen

2015．2．26生 牝5黒鹿 母 ナ ナ リ ー 母母 ジ ェ ノ ヴ ァ 15戦1勝 賞金 17，020，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 ハワイアンダンサー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 カッチョエペペ号の騎手木幡巧也は，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：2・8番）
※ゲンパチカナ号は，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。

08068 4月12日 曇 稍重 （2中山3） 第6日 第8競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・右・外）（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
1：30．3
1：30．3

良
良

612 ストームリッパー �4鹿 57 三浦 皇成吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B508＋ 61：34．9 3．8�
510 ジ ャ ッ キ ー 牡6栗 57 内田 博幸本田 恒雄氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 486－ 2 〃 クビ 158．0�
11 アーザムブルー 牡6黒鹿57 L．ヒューイットソン �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 480＋ 8 〃 ハナ 5．0�

（南ア）

24 エールグリーツ 牝5青 55 木幡 巧也 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 436－ 41：35．0クビ 30．9�
59 ウインレフィナード 牡4黒鹿57 津村 明秀�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 454－ 21：35．1� 11．1	
815 シャワークライム 牝4黒鹿55 大野 拓弥吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 444＋ 2 〃 クビ 15．2

816� クィーンビー 牝7鹿 55 野中悠太郎�和田牧場 松永 康利 新冠 対馬 正 494－14 〃 ハナ 103．1�
47 ギャンブラー 牡5黒鹿 57

56 ☆斎藤 新大野 富生氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 528＋ 4 〃 ハナ 42．8�
23 � カンパーニャ 牡4栗 57 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 452－ 21：35．2クビ 2．8
713 コスモミローディア 牡4黒鹿 57

55 △木幡 育也 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 道見牧場 454± 01：35．41	 41．3�
36 ライレローズ 牝5黒鹿55 杉原 誠人 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 446＋ 61：35．5クビ 19．9�
12 ミレフォリウム 牝5鹿 55 柴田 善臣 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 486－ 8 〃 クビ 89．1�
714 ミ ヤ ケ 牡4鹿 57 横山 和生小林 祥晃氏 和田 勇介 新ひだか 服部 牧場 486＋ 81：35．81
 63．6�
35 サンディレクション 牡4鹿 57 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 460± 0 〃 アタマ 14．7�
611 アングレーム 牝5黒鹿55 �島 克駿 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 462＋141：36．11
 28．9�
48 ス ー ス ー 牝4栗 55 井上 敏樹田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 424－ 61：37．69 160．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，124，200円 複勝： 47，243，200円 枠連： 12，941，200円
馬連： 69，217，800円 馬単： 27，052，700円 ワイド： 55，471，400円
3連複： 98，611，100円 3連単： 100，421，000円 計： 446，082，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 2，470円 � 190円 枠 連（5－6） 1，750円

馬 連 �� 40，180円 馬 単 �� 55，890円

ワ イ ド �� 10，620円 �� 690円 �� 11，560円

3 連 複 ��� 69，830円 3 連 単 ��� 457，890円

票 数

単勝票数 計 351242 的中 � 73667（2番人気）
複勝票数 計 472432 的中 � 83264（2番人気）� 3494（15番人気）� 71299（3番人気）
枠連票数 計 129412 的中 （5－6） 5706（8番人気）
馬連票数 計 692178 的中 �� 1335（69番人気）
馬単票数 計 270527 的中 �� 363（115番人気）
ワイド票数 計 554714 的中 �� 1298（73番人気）�� 22050（4番人気）�� 1192（80番人気）
3連複票数 計 986111 的中 ��� 1059（155番人気）
3連単票数 計1004210 的中 ��� 159（963番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．1―46．7―58．6―1：10．4―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F36．3

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

勝馬の
紹 介

ストームリッパー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．10．28 東京2着

2016．1．22生 �4鹿 母 スピードリッパー 母母 ポ ッ プ ス 14戦2勝 賞金 22，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ナンヨーマーズ号
※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。



08069 4月12日 曇 稍重 （2中山3） 第6日 第9競走 ��2，400�
い ん ざ い

印 西 特 別
発走14時15分 （ダート・右）

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

35 マサハヤニース 牡5鹿 57 L．ヒューイットソン 中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 484＋ 62：35．4 4．7�
（南ア）

47 ヒッチコック 牡4芦 57 �島 克駿薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ
アーム 506＋ 42：35．71� 12．9�

816 ネオブレイブ 牡4栗 57 柴田 善臣西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 508－ 42：36．12� 11．7�
611	 ラ ラ ロ ワ 
5黒鹿57 木幡 巧也飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B502－ 22：36．31� 4．4�
612	 ジャカンドジョー 牡6鹿 57 北村 宏司井上 一郎氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 466－ 22：36．61� 94．5�
59 	 ディスカバー 
6鹿 57 横山 和生村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B470－ 22：36．7� 181．0�
713 リ ヴ ィ エ ラ 牡4鹿 57 津村 明秀 	カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 506＋ 42：36．8� 3．7

48 ミラクルヒッター 牡5芦 57 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム B498± 0 〃 クビ 28．9�
24 イルフォーコン 牡7黒鹿57 大野 拓弥 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 466＋ 22：37．22� 63．4�
11 ワンダーコノシュア 牡4黒鹿57 斎藤 新山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 500＋ 82：37．41� 18．2
714 ヨ シ ヒ コ 牡6黒鹿57 江田 照男菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B506± 0 〃 ハナ 16．6�
12 ツクバソヴァール 牡4黒鹿57 吉田 豊細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 488＋ 22：37．61� 12．3�
815 ファイトアローン 牡5栗 57 内田 博幸	前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 550＋ 82：37．81� 26．1�
36 ギガバッケン 牡5鹿 57 宮崎 北斗 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 562＋122：38．01 99．6�
23 フラテルニテ 牝4芦 55 丸山 元気北嶋 義三氏 戸田 博文 平取 北島牧場 510± 02：38．63� 14．9�
510 マテリアルワールド 牡4鹿 57 木幡 育也堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 B524＋ 22：38．81� 218．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，411，200円 複勝： 62，536，100円 枠連： 19，686，800円
馬連： 98，463，800円 馬単： 33，799，700円 ワイド： 71，375，800円
3連複： 136，172，200円 3連単： 131，897，500円 計： 597，343，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 220円 � 340円 � 370円 枠 連（3－4） 3，050円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 6，640円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 1，990円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 17，860円 3 連 単 ��� 76，190円

票 数

単勝票数 計 434112 的中 � 73538（3番人気）
複勝票数 計 625361 的中 � 86224（3番人気）� 44866（6番人気）� 41444（7番人気）
枠連票数 計 196868 的中 （3－4） 4996（15番人気）
馬連票数 計 984638 的中 �� 18225（15番人気）
馬単票数 計 337997 的中 �� 3816（20番人気）
ワイド票数 計 713758 的中 �� 11088（19番人気）�� 9208（25番人気）�� 10074（24番人気）
3連複票数 計1361722 的中 ��� 5718（62番人気）
3連単票数 計1318975 的中 ��� 1255（229番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．7―13．4―13．2―13．7―13．6―12．6―12．7―12．9―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．5―37．2―50．6―1：03．8―1：17．5―1：31．1―1：43．7―1：56．4―2：09．3―2：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F51．7―3F39．0
1
�
3，10，7（2，5）（1，6）－（12，11，14）15－13（8，16）＝4－9
3，7（2，10，5）6（12，1）（14，16）（15，11）（8，13）（4，9）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マサハヤニース �
�
父 ワークフォース �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．11．5 京都6着

2015．4．26生 牡5鹿 母 ラ カ 母母 ダンスパートナー 19戦3勝 賞金 39，102，000円
〔制裁〕 ワンダーコノシュア号の騎手斎藤新は，前検量について注意義務を怠り過怠金10，000円。

マテリアルワールド号の騎手木幡育也は，2周目3コーナー通過後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
〔その他〕 マテリアルワールド号は，2周目3コーナーから最後の直線コースにかけて内側に逃避しようとしたことについて平地調教注

意。
※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 ヒロノセンキン号
（非抽選馬） 1頭 プリカジュール号
※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。

08070 4月12日 曇 稍重 （2中山3） 第6日 第10競走 ��1，800�
み ほ

美浦ステークス
発走14時50分 （芝・右）

4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減
美浦村長賞（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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

89 � トーセンスーリヤ 牡5栗 57 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ
スティファーム 488＋ 61：48．7 2．0�

55 ミヤビパーフェクト �4鹿 57 津村 明秀村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 468± 0 〃 クビ 5．0�
66 リープフラウミルヒ 牝5黒鹿55 L．ヒューイットソン �サラブレッドクラブ・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 424－ 61：48．8� 7．8�

（南ア）

77 マイネルラフレシア 牡7栗 57 野中悠太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 81：49．11	 131．2�

11 チャンピオンルパン 牡9鹿 57 北村 宏司坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 498－12 〃 クビ 25．1	
88 サマーセント 牝4黒鹿55 
島 克駿ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 41：49．31 5．0

33 レッドイグニス �7黒鹿57 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 ハナ 6．7�
22 サンラモンバレー 牡5鹿 57 大野 拓弥金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B488－ 4 〃 クビ 39．2�
44 プレシャスエース 牡7鹿 57 田中 勝春鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 516＋121：50．47 65．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 49，181，400円 複勝： 58，304，000円 枠連： 12，587，800円
馬連： 92，862，300円 馬単： 47，389，900円 ワイド： 57，393，900円
3連複： 111，213，100円 3連単： 224，127，500円 計： 653，059，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 160円 枠 連（5－8） 360円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 210円 �� 280円 �� 440円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 2，990円

票 数

単勝票数 計 491814 的中 � 193333（1番人気）
複勝票数 計 583040 的中 � 223320（1番人気）� 90550（2番人気）� 64665（5番人気）
枠連票数 計 125878 的中 （5－8） 26681（1番人気）
馬連票数 計 928623 的中 �� 138588（1番人気）
馬単票数 計 473899 的中 �� 42417（1番人気）
ワイド票数 計 573939 的中 �� 77977（1番人気）�� 50947（4番人気）�� 29035（6番人気）
3連複票数 計1112131 的中 ��� 96604（3番人気）
3連単票数 計2241275 的中 ��� 54188（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―36．6―49．4―1：01．5―1：13．6―1：25．4―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�トーセンスーリヤ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 デュランダル

2015．4．4生 牡5栗 母 トーセンガラシャ 母母 フェリアード 24戦3勝 賞金 97，578，000円
地方デビュー 2017．10．2 大井

〔制裁〕 プレシャスエース号の騎手田中勝春は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・2番）
※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。

１レース目



08071 4月12日 曇 稍重 （2中山3） 第6日 第11競走 ��1，200�
しゅんらい

春雷ステークス（Ｌ）
発走15時30分 （芝・右・外）

4歳以上，31．4．6以降2．4．5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 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

48 ラヴィングアンサー 牡6鹿 54 吉田 豊江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 498－ 41：08．3 17．8�
816� マリアズハート 牝4鹿 53 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 米 Sally J.
Andersen 488－ 2 〃 ハナ 4．4�

36 タイセイアベニール 牡5鹿 55 三浦 皇成田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 496－ 81：08．4� 8．1�
23 トゥラヴェスーラ 牡5鹿 54 L．ヒューイットソン 吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 クビ 5．9�

（南ア）

47 � メイショウキョウジ 牡5鹿 55 津村 明秀松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 478－ 21：08．5クビ 5．1�
59 ナランフレグ 牡4栗 55 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 490＋10 〃 クビ 5．7	
714 トウショウピスト 牡8鹿 53 江田 照男トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B486－ 61：08．6� 193．8

11 ライオンボス 牡5栗 56 �島 克駿�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 546＋16 〃 ハナ 17．5�
12 アルマエルナト 	9栗 53 木幡 巧也コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 478＋ 81：08．81 47．0
611 エ ス タ ー テ 牝5鹿 51 野中悠太郎グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 長浜牧場 422－ 41：08．9� 54．9�
35 ダイシンバルカン 牡8鹿 53 田中 勝春大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514± 0 〃 ハナ 162．3�
713 トウショウドラフタ 牡7栗 54 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B498＋ 81：09．0クビ 109．7�
612 レジーナフォルテ 牝6黒鹿54 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 496－10 〃 アタマ 15．9�
24 キングハート 牡7鹿 56 北村 宏司増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 B508＋ 21：09．32 14．5�
510 カルヴァリオ 	7鹿 53 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 4 〃 アタマ 63．2�
815 イエローマリンバ 牝5青鹿53 斎藤 新松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 446± 01：09．51
 23．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 79，145，200円 複勝： 101，134，500円 枠連： 42，641，000円
馬連： 250，878，700円 馬単： 79，897，900円 ワイド： 139，136，500円
3連複： 378，243，800円 3連単： 398，887，500円 計： 1，469，965，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 480円 � 200円 � 250円 枠 連（4－8） 890円

馬 連 �� 10，340円 馬 単 �� 24，170円

ワ イ ド �� 2，960円 �� 2，010円 �� 770円

3 連 複 ��� 20，110円 3 連 単 ��� 179，510円

票 数

単勝票数 計 791452 的中 � 35482（9番人気）
複勝票数 計1011345 的中 � 46403（9番人気）� 154626（2番人気）� 107072（4番人気）
枠連票数 計 426410 的中 （4－8） 36922（2番人気）
馬連票数 計2508787 的中 �� 18803（36番人気）
馬単票数 計 798979 的中 �� 2479（77番人気）
ワイド票数 計1391365 的中 �� 11753（38番人気）�� 17555（27番人気）�� 48725（5番人気）
3連複票数 計3782438 的中 ��� 14104（72番人気）
3連単票数 計3988875 的中 ��� 1611（592番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．4―11．0―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．8―44．8―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．5
3 1，15（12，7，14）3（5，11，10）（2，4，9）（6，8）－13，16 4 ・（1，15）7（12，14）（3，10）（5，11）（4，9）2（6，8）13，16

勝馬の
紹 介

ラヴィングアンサー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2016．7．3 中京2着

2014．4．8生 牡6鹿 母 ラ ブ レ タ ー 母母 ナショナルポートレイト 24戦6勝 賞金 117，290，000円
〔制裁〕 トゥラヴェスーラ号の騎手L．ヒューイットソンは，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：12番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 イーグルフェザー号・カッパツハッチ号・キャプテンペリー号・ゴライアス号・ゴールドサーベラス号・

ドミナートゥス号・ヒロシゲゴールド号・マジカルスペル号
※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。

08072 4月12日 曇 稍重 （2中山3） 第6日 第12競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・右）（1000万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減

本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，400，000
1，400，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

612 ア ポ ロ ビ ビ 牡4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 464－ 61：11．2 2．1�
36 ナリノメジャー 牝6栗 55 L．ヒューイットソン 成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 2 〃 クビ 24．3�
（南ア）

816 パ ド カ ト ル 牡4鹿 57 �島 克駿今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 山際牧場 468＋121：11．41 19．8�
713� ミッキーハイド 牡5鹿 57 大野 拓弥野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 516＋ 21：11．61� 8．5�
815 コウギョウブライト 牡5芦 57 木幡 巧也小林 秀樹氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム B458－ 2 〃 同着 6．7�
48 オルクリスト 牡4鹿 57 横山 和生�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 492＋ 21：11．81	 12．8	
12 � ハードカウント 
5栗 57 三浦 皇成前田 幸治氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－121：11．9クビ 33．0

47 エンパイアシュアー 牡4鹿 57 丸田 恭介�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 476＋ 4 〃 クビ 36．9�
510 オレノマニラ 牡5栗 57

55 △木幡 育也諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 436＋ 21：12．0クビ 99．9�
11 ジャパンスウェプト 牡4芦 57 北村 宏司新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 436＋ 2 〃 クビ 18．3
35 ト ッ カ ー タ 牡5黒鹿57 野中悠太郎門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 486＋ 21：12．1� 59．3�
714 ウィンターリリー 牝4芦 55 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 ヒダカフアーム 434± 01：12．2� 16．6�
24 フレッシビレ 牝5栗 55 柴田 善臣�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 516± 01：12．3� 255．4�
611 サトノユニゾン 
5鹿 57

56 ☆斎藤 新 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 新ひだか グランド牧場 B500＋ 6 〃 ハナ 12．5�
23 ノボベイビー 牡5栗 57 内田 博幸�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 494± 01：12．93� 18．0�
59 � イ オ ラ ナ 牝4鹿 55 田中 勝春青山 洋一氏 田中 剛 日高 千葉飯田牧場 510＋ 21：16．3大差 341．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 79，693，100円 複勝： 96，541，700円 枠連： 39，188，500円
馬連： 176，093，700円 馬単： 64，437，800円 ワイド： 118，868，200円
3連複： 263，366，000円 3連単： 307，598，700円 計： 1，145，787，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 420円 � 510円 枠 連（3－6） 1，480円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 880円 �� 6，990円

3 連 複 ��� 15，460円 3 連 単 ��� 56，450円

票 数

単勝票数 計 796931 的中 � 303058（1番人気）
複勝票数 計 965417 的中 � 270265（1番人気）� 46700（7番人気）� 37772（9番人気）
枠連票数 計 391885 的中 （3－6） 20466（6番人気）
馬連票数 計1760937 的中 �� 55464（9番人気）
馬単票数 計 644378 的中 �� 13607（11番人気）
ワイド票数 計1188682 的中 �� 30498（10番人気）�� 35989（6番人気）�� 4175（68番人気）
3連複票数 計2633660 的中 ��� 12774（51番人気）
3連単票数 計3075987 的中 ��� 3950（177番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―12．0―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．5―46．5―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ポ ロ ビ ビ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．9．23 中山1着

2016．3．30生 牡4栗 母 ウインドクラスト 母母 ウィンドサイレンス 9戦3勝 賞金 39，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イオラナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月12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。

４レース目



（2中山3）第6日 4月12日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 173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

222，770，000円
2，990，000円
25，960，000円
1，320，000円
25，910，000円
72，125，000円
4，757，500円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
506，018，300円
836，095，400円
196，704，600円
1，073，480，800円
441，234，000円
746，246，000円
1，538，768，600円
1，931，955，900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 7，270，503，600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6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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