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08061 4月11日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （3中山3） 第6日 第1競走 2，880�障害4歳以上未勝利

発走9時55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

11 レオビヨンド 牡5鹿 60 植野 貴也�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 492＋163：15．3 2．1�
78 キ ー パ ン チ 牡4鹿 59 熊沢 重文北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 468－ 43：15．94 5．6�
22 ブライトアイズ 牝4栗 57 五十嵐雄祐飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 480－ 43：16．21� 28．0�
55 オウケンブラック 牡10鹿 60 上野 翔福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 496＋ 23：16．41� 8．2�
44 クラウンディバイダ �8黒鹿60 大庭 和弥�クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 464＋ 23：16．93 3．8�
66 ジョーカーワイルド 牡6鹿 60 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 522＋123：17．32� 23．9	
79 ハーベストムーン 牡6黒鹿60 難波 剛健三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 520－ 43：17．51� 12．6

811 プロトスター �6栗 60 伴 啓太 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 488＋ 23：18．67 43．8�
810 トーセンポエム 牡4青 59 草野 太郎島川 哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 508＋ 83：22．5大差 32．7�
33 � コラルブラッシュ 牡5鹿 60 金子 光希中島 俊房氏 伊藤 伸一 日高 Wing Farm 476＋183：26．4大差 138．8�
67 � ダイリュウハヤテ 牡8鹿 60 大江原 圭瀬山 孝一氏 蛯名 利弘 新ひだか 木田牧場 540＋ 33：29．6大差 85．6�
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売 得 金
単勝： 12，323，200円 複勝： 15，101，900円 枠連： 6，401，300円
馬連： 30，542，800円 馬単： 14，973，300円 ワイド： 19，128，300円
3連複： 47，847，400円 3連単： 68，293，000円 計： 214，611，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 160円 � 550円 枠 連（1－7） 510円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，100円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 4，720円 3 連 単 ��� 14，540円

票 数

単勝票数 計 123232 的中 � 45842（1番人気）
複勝票数 計 151019 的中 � 34868（1番人気）� 26401（3番人気）� 4739（8番人気）
枠連票数 計 64013 的中 （1－7） 9569（2番人気）
馬連票数 計 305428 的中 �� 45954（2番人気）
馬単票数 計 149733 的中 �� 12344（2番人気）
ワイド票数 計 191283 的中 �� 20098（2番人気）�� 4129（15番人気）�� 3087（18番人気）
3連複票数 計 478474 的中 ��� 7599（17番人気）
3連単票数 計 682930 的中 ��� 3404（47番人気）
上り 1マイル 1：47．7 4F 50．7－3F 38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→�」
1
�
1－2－（4，8）5，9－6，11，3＝10，7・（1，2）5－8－9（4，11）－6＝10＝3＝7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レオビヨンド �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 オレハマッテルゼ デビュー 2018．7．8 中京8着

2016．3．31生 牡5鹿 母 ワタシマッテルワ 母母 パントミーマ 障害：2戦1勝 賞金 8，690，000円
〔制裁〕 レオビヨンド号の騎手植野貴也は，1周目4号障害を外側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：4番）

08062 4月11日 晴 良 （3中山3） 第6日 第2競走 2，000�3歳未勝利
発走10時30分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

816 ヒシシュシュ 牝3鹿 54 大野 拓弥阿部 雅英氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 402± 02：02．7 1．8�
11 ガンバンテイン 牝3芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 22：03．12� 3．7�
715 コーヒーソフト 牝3青鹿54 武藤 雅保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 418－ 62：03．41� 19．7�
47 ドゥラヴィータ 牝3黒鹿54 木幡 巧也会田 浩史氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋10 〃 クビ 55．4�
35 スフリエール 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 444－ 8 〃 ハナ 11．3�
817 ヴィクトールアイ 牝3鹿 54 原田 和真 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 沖田牧場 486－ 22：03．5アタマ 20．7	
36 ボ ラ ヘ 牝3芦 54

51 ▲横山 琉人�ミルファーム 新開 幸一 浦河 ミルファーム 420＋ 62：03．6� 168．6

611 フォクシーレディ 牝3黒鹿54 内田 博幸 �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 440－ 2 〃 クビ 7．5�
59 フ ォ レ ス タ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行岡田 繁幸氏 田中 清隆 新冠 長浜 秀昭 418＋ 42：03．7� 74．9
48 ベリリウンヌ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 大北牧場 408± 02：03．8クビ 160．1�
12 シャイニングパール 牝3鹿 54 石橋 脩飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B416－ 62：04．01� 66．7�
510 レジーナピアノ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 浦河 赤田牧場 B466＋ 4 〃 ハナ 247．2�
23 アクトゥリアン 牝3鹿 54 野中悠太郎髙橋 貴士氏 伊藤 大士 新ひだか 松田牧場 450－ 6 〃 クビ 145．5�
24 ガ ガ ク 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 勇介 新冠 飛渡牧場 416＋ 22：04．42� 116．4�

612 ショウナンカモーン 牝3青鹿54 吉田 豊国本 哲秀氏 稲垣 幸雄 登別 青藍牧場 446－ 42：04．93 350．6�
714 マエストリーナ 牝3鹿 54 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 410＋ 22：05．32� 62．6�
818 ディヴァインギフト 牝3黒鹿54 柴田 善臣岡田 牧雄氏 小西 一男 新ひだか 岡田スタツド 452＋122：05．41 174．6�
713 ブライティアキイ 牝3青鹿54 石川裕紀人小林 昌志氏 稲垣 幸雄 平取 雅 牧場 484－ 42：05．93 74．1�
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売 得 金
単勝： 34，671，200円 複勝： 93，607，600円 枠連： 13，576，400円
馬連： 59，730，600円 馬単： 31，078，400円 ワイド： 53，723，500円
3連複： 93，231，400円 3連単： 129，898，500円 計： 509，517，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 240円 枠 連（1－8） 330円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 170円 �� 440円 �� 900円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 3，130円

票 数

単勝票数 計 346712 的中 � 151572（1番人気）
複勝票数 計 936076 的中 � 579028（1番人気）� 114800（2番人気）� 33847（5番人気）
枠連票数 計 135764 的中 （1－8） 31867（1番人気）
馬連票数 計 597306 的中 �� 137818（1番人気）
馬単票数 計 310784 的中 �� 50093（1番人気）
ワイド票数 計 537235 的中 �� 107627（1番人気）�� 27754（4番人気）�� 12100（8番人気）
3連複票数 計 932314 的中 ��� 47203（3番人気）
3連単票数 計1298985 的中 ��� 30066（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．9―12．6―12．6―12．2―12．1―11．8―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―36．9―49．5―1：02．1―1：14．3―1：26．4―1：38．2―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．3
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ヒシシュシュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Posse デビュー 2020．8．30 新潟3着

2018．1．29生 牝3鹿 母 ヒシラストレディ 母母 Hishi Amazon 5戦1勝 賞金 11，670，000円
〔3走成績による出走制限〕 レジーナピアノ号・ショウナンカモーン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月11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。
（非抽選馬） 2頭 クイーンシルビア号・マリノアズラ号

第３回 中山競馬 第６日



08063 4月11日 晴 良 （3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

813 サノノヒーロー 牡3青 56 大野 拓弥佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 470± 01：54．7 4．3�
57 シュルードアイズ 牡3栗 56 木幡 巧也水上 行雄氏 牧 光二 日高 日西牧場 500± 01：54．8� 3．9�
814 シュルレアリスト 牡3鹿 56 丸山 元気�G1レーシング 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436± 01：55．44 7．3�
34 レッドスパロー 牡3鹿 56 柴田 善臣野村 茂雄氏 水野 貴広 浦河 杵臼牧場 B502± 01：55．61� 7．5�
712 モーリスシチー 牡3栗 56 野中悠太郎 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか カタオカフアーム 488＋ 21：55．7クビ 15．3�
58 アヴォロンティ 牝3青 54

51 ▲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 454－ 41：56．87 140．8


46 コスモオニアシゲ 牡3芦 56 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 21：57．33 63．0�
69 フィールファイン 牡3栗 56 嘉藤 貴行石川 眞実氏 大和田 成 新ひだか 佐藤 鉄也 418＋ 21：57．4クビ 329．9�
33 セバスチャン �3鹿 56 武藤 雅平田 修氏 久保田貴士 平取 坂東牧場 462－ 61：57．61� 8．0
22 セ ン ナ リ �3鹿 56 杉原 誠人	ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 468－ 21：57．81� 27．2�
610 ブルヴェール 牡3黒鹿56 原田 和真柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 468＋ 21：58．12 317．9�
45 リバースレー 牝3黒鹿54 三浦 皇成 	シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B508＋ 8 〃 ハナ 4．5�
711 ウエスタンアダム 牡3鹿 56 内田 博幸西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 516 ―1：59．58 71．3�
11 トラストタダカツ 牡3黒鹿56 大庭 和弥菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 548 ―2：00．98 166．1�
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売 得 金
単勝： 30，599，300円 複勝： 44，025，300円 枠連： 10，825，300円
馬連： 60，029，700円 馬単： 23，849，500円 ワイド： 41，296，200円
3連複： 83，845，200円 3連単： 96，681，200円 計： 391，151，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 140円 � 240円 枠 連（5－8） 500円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 290円 �� 570円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 8，110円

票 数

単勝票数 計 305993 的中 � 56744（2番人気）
複勝票数 計 440253 的中 � 75713（2番人気）� 94060（1番人気）� 37787（6番人気）
枠連票数 計 108253 的中 （5－8） 16727（1番人気）
馬連票数 計 600297 的中 �� 69160（1番人気）
馬単票数 計 238495 的中 �� 11790（2番人気）
ワイド票数 計 412962 的中 �� 39484（1番人気）�� 17470（9番人気）�� 19999（6番人気）
3連複票数 計 838452 的中 ��� 44594（2番人気）
3連単票数 計 966812 的中 ��� 8637（12番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．8―13．9―12．5―12．4―12．5―13．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．9―50．8―1：03．3―1：15．7―1：28．2―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サノノヒーロー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2020．11．7 東京4着

2018．5．7生 牡3青 母 ホウヨウターゲット 母母 ソフトボイス 6戦1勝 賞金 9，310，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トラストタダカツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月11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〕 ブルヴェール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月11日まで平地競走に出走できな

い。
※シュルレアリスト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

08064 4月11日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （3中山3） 第6日 第4競走 ��3，200�障害4歳以上オープン

発走11時25分 （芝・ダート）
負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：31．0良・良

810 ト ゥ ル ボ ー 牡5栗 60 石神 深一�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社
ノースヒルズ 512± 03：34．3 12．0�

77 マイネルヴァッサー 牡8鹿 60 草野 太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 63：34．4クビ 11．5�

44 ダイシンクローバー �5黒鹿60 高田 潤大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 480－ 23：34．82� 2．7�
55 テイエムチューハイ 牡7黒鹿60 三津谷隼人竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B458－ 23：34．9� 8．0�
89 ホッコーメヴィウス �5鹿 60 難波 剛健北幸商事� 清水 久詞 浦河 高昭牧場 454－103：35．32 3．8�
66 タガノファジョーロ 牡5鹿 60 北沢 伸也八木 秀之氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460－ 63：36．57 41．4	
22 	 キタノテイオウ 牡6黒鹿60 上野 翔了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 468＋103：36．61 11．9

11 ニシノベイオウルフ 牡6黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 516－ 23：36．81
 79．1�
33 ド ゴ ー ル 牡5鹿 62 小野寺祐太 �カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 478＋ 63：36．9クビ 6．2�
78 インシュラー �7鹿 60 五十嵐雄祐 シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 468＋183：42．0大差 19．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，456，500円 複勝： 18，645，900円 枠連： 6，874，100円
馬連： 33，418，000円 馬単： 17，151，800円 ワイド： 22，109，900円
3連複： 51，063，700円 3連単： 79，508，100円 計： 247，228，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 320円 � 260円 � 140円 枠 連（7－8） 840円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 12，720円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 710円 �� 510円

3 連 複 ��� 4，550円 3 連 単 ��� 49，730円

票 数

単勝票数 計 184565 的中 � 12244（7番人気）
複勝票数 計 186459 的中 � 11908（7番人気）� 16271（5番人気）� 48038（1番人気）
枠連票数 計 68741 的中 （7－8） 6335（3番人気）
馬連票数 計 334180 的中 �� 5308（19番人気）
馬単票数 計 171518 的中 �� 1011（45番人気）
ワイド票数 計 221099 的中 �� 3440（22番人気）�� 8014（9番人気）�� 11816（4番人気）
3連複票数 計 510637 的中 ��� 8405（17番人気）
3連単票数 計 795081 的中 ��� 1159（181番人気）
上り 1マイル 1：47．0 4F 52．5－3F 39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
3－4－5，9（10，8）（2，7）－1，6
3（9，10）（4，7）－5－（2，1）＝6＝8

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

勝馬の
紹 介

ト ゥ ル ボ ー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Street Cry デビュー 2018．8．11 新潟10着

2016．4．6生 牡5栗 母 フェアエレン 母母 Palais Versailles 障害：3戦2勝 賞金 21，400，000円
〔制裁〕 テイエムチューハイ号の騎手三津谷隼人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



08065 4月11日 晴 良 （3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

11 アムールマルルー 牝3黒鹿54 柴田 善臣村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 438 ―1：35．3 14．0�
59 ニシノワクテカ 牡3青 56 三浦 皇成西山 茂行氏 的場 均 新冠 中山 高鹿康 470 ― 〃 アタマ 10．1�
34 ハ ン タ ー 牡3青鹿56 田中 勝春道永 幸治氏 藤原 辰雄 新ひだか 田中 春美 454＋141：35．62 85．1�
712 ボルゾーバー 牡3鹿 56 原田 和真尾上 寿夫氏 金成 貴史 浦河 荻伏三好フ

アーム 462＋ 4 〃 ハナ 1．8�
610 ハローマイキー 牡3鹿 56 木幡 巧也小林 誠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 490－ 61：35．81� 11．2�
611 スクリーンマドンナ 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵吉田 千津氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 458＋ 21：36．11� 69．5�
58 ミトグラフィア 牝3鹿 54 武藤 雅	G1レーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 408＋ 2 〃 クビ 201．3

22 トーセンガーリー 牝3栗 54 丸山 元気島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 458＋ 61：36．41� 7．0�
23 コスモセレナ 牡3青鹿56 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 田村 康仁 新ひだか タツヤファーム 474± 01：36．51 25．1�
35 ヴ ォ リ ー ダ 牝3栗 54 石川裕紀人 DMMドリームクラブ	 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 ハナ 6．1�
47 クレストモナーク 牡3黒鹿56 大野 拓弥遠藤 良一氏 大竹 正博 日高 加藤牧場 502 ―1：37．56 30．8�
814 マーゴットスタート 牝3栗 54

53 ☆木幡 育也前田 良平氏 伊坂 重信 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 432－12 〃 クビ 175．4�

815 ゴヨウマツミッチー 牡3黒鹿 56
53 ▲原 優介茂木 道和氏 蛯名 利弘 新冠 川島牧場 446± 01：37．6� 326．2�

46 マイネルカーニバル 牡3青鹿 56
54 ◇藤田菜七子 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新ひだか 神垣 道弘 448＋181：38．23� 61．9�
713 ラヴマイウェイ 牝3鹿 54 内田 博幸広尾レース	 林 徹 新ひだか 木村 秀則 466 ―1：38．41� 31．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，991，600円 複勝： 64，710，800円 枠連： 11，278，900円
馬連： 62，995，700円 馬単： 32，552，400円 ワイド： 48，873，200円
3連複： 87，817，100円 3連単： 118，019，000円 計： 465，238，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 510円 � 450円 � 2，330円 枠 連（1－5） 7，100円

馬 連 �� 7，450円 馬 単 �� 17，990円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 11，480円 �� 11，970円

3 連 複 ��� 153，160円 3 連 単 ��� 515，440円

票 数

単勝票数 計 389916 的中 � 22247（6番人気）
複勝票数 計 647108 的中 � 34977（6番人気）� 39708（5番人気）� 6677（12番人気）
枠連票数 計 112789 的中 （1－5） 1231（20番人気）
馬連票数 計 629957 的中 �� 6548（21番人気）
馬単票数 計 325524 的中 �� 1357（45番人気）
ワイド票数 計 488732 的中 �� 5259（24番人気）�� 1090（61番人気）�� 1045（62番人気）
3連複票数 計 878171 的中 ��� 430（190番人気）
3連単票数 計1180190 的中 ��� 166（831番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．4―11．8―12．1―12．2―12．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．0―46．8―58．9―1：11．1―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．4

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

勝馬の
紹 介

アムールマルルー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2018．1．6生 牝3黒鹿 母 ネイチャーガイド 母母 ホワイトウォーターレディ 1戦1勝 賞金 5，100，000円
〔その他〕 ハローマイキー号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※出走取消馬 ロングボウマン号（疾病〔感冒〕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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 カズノオジョウ号・デルマケゴン号・フリブール号
（非抽選馬） 3頭 オリエンタルメラク号・ロンギングユウタ号・ロードカラット号

08066 4月11日 晴 良 （3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 （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

11 ロ ン グ ラ ン 牡3鹿 56 大野 拓弥梅澤 明氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 484± 01：55．1 4．3�
77 キタノリューオー 牡3鹿 56

53 ▲原 優介北所 直人氏 萱野 浩二 新ひだか 見上牧場 452＋ 81：55．2クビ 17．7�
44 ケイアイシェルビー 牡3鹿 56 藤懸 貴志亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 B476－10 〃 アタマ 3．0�
88 タガノチュール 牡3栗 56 石川裕紀人八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468＋ 21：55．41� 6．8�
89 タマモブトウカイ 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 456± 01：55．6� 3．3�
55 ホウオウルバン 牡3黒鹿56 三浦 皇成小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 516－ 21：56．24 8．2	
33 マイグレーション 牡3黒鹿56 丸山 元気野村 茂雄氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 488－ 41：56．41� 33．2

22 セイウンロミオ 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 田村 康仁 浦河 �川 啓一 516－ 41：56．5� 30．5�
66 アイノファンタジー 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人ライフエンタープライズ� 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 456± 02：00．0大差 172．3�
（9頭）

売 得 金
単勝： 38，602，300円 複勝： 43，493，600円 枠連： 8，726，500円
馬連： 61，715，700円 馬単： 29，806，200円 ワイド： 43，835，400円
3連複： 77，601，000円 3連単： 142，632，700円 計： 446，413，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 310円 � 150円 枠 連（1－7） 3，420円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 940円 �� 320円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 18，200円

票 数

単勝票数 計 386023 的中 � 71174（3番人気）
複勝票数 計 434936 的中 � 83222（3番人気）� 26904（6番人気）� 87179（2番人気）
枠連票数 計 87265 的中 （1－7） 1973（10番人気）
馬連票数 計 617157 的中 �� 16545（12番人気）
馬単票数 計 298062 的中 �� 4543（21番人気）
ワイド票数 計 438354 的中 �� 11127（13番人気）�� 39674（3番人気）�� 13971（11番人気）
3連複票数 計 776010 的中 ��� 22061（10番人気）
3連単票数 計1426327 的中 ��� 5681（70番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―13．6―14．0―13．1―12．9―12．3―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―38．2―52．2―1：05．3―1：18．2―1：30．5―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロ ン グ ラ ン 
�
父 ヴィクトワールピサ 

�
母父 Kendargent デビュー 2020．11．29 東京10着

2018．2．9生 牡3鹿 母 ノッテビアンカ 母母 Biancarosa 4戦2勝 賞金 12，400，000円
※キタノリューオー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



08067 4月11日 晴 良 （3中山3） 第6日 第7競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走13時15分 （芝・右）

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

44 ミヤビハイディ 牝3黒鹿54 吉田 豊村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 静内白井牧場 490＋161：49．6 4．8�
78 アビッグチア 牝3黒鹿54 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 494＋ 4 〃 クビ 7．4�
33 ヒットザシーン 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �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 466＋ 21：49．81� 32．2�
810 タイセイルージュ 牝3栗 54 大野 拓弥田中 成奉氏 伊藤 大士 浦河 バンブー牧場 452± 01：49．9� 11．3�
22 グローリアスカペラ 牝3栗 54 内田 博幸日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 506－ 41：50．0� 3．6�
77 ヤマニンデンファレ 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 458－ 41：50．1� 97．8	
55 モリノカンナチャン 牝3鹿 54 柴田 善臣森 和久氏 大江原 哲 登別 青藍牧場 432－ 61：50．2� 3．6

11 ウインルーア 牝3鹿 54

51 ▲原 優介�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 450＋ 21：50．41� 52．9�
66 レッジャードロ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 434＋ 61：50．61� 4．6�
89 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 426－ 61：51．87 306．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 37，607，900円 複勝： 51，148，200円 枠連： 8，342，000円
馬連： 63，937，500円 馬単： 29，834，100円 ワイド： 45，023，200円
3連複： 82，113，100円 3連単： 124，547，100円 計： 442，553，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 210円 � 530円 枠 連（4－7） 2，260円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，640円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 11，780円 3 連 単 ��� 42，470円

票 数

単勝票数 計 376079 的中 � 61888（4番人気）
複勝票数 計 511482 的中 � 78431（3番人気）� 66910（5番人気）� 20186（7番人気）
枠連票数 計 83420 的中 （4－7） 2850（11番人気）
馬連票数 計 639375 的中 �� 29238（9番人気）
馬単票数 計 298341 的中 �� 6899（17番人気）
ワイド票数 計 450232 的中 �� 20766（9番人気）�� 6879（18番人気）�� 4476（21番人気）
3連複票数 計 821131 的中 ��� 5227（32番人気）
3連単票数 計1245471 的中 ��� 2126（148番人気）

ハロンタイム 12．9―12．6―12．5―12．4―12．1―12．4―11．8―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．5―38．0―50．4―1：02．5―1：14．9―1：26．7―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．7
1
3
8（3，10）－2（1，6）7（4，5）－9
8，10（3，2）6，1，5（7，4）－9

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

勝馬の
紹 介

ミヤビハイディ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．10．17 東京3着

2018．3．7生 牝3黒鹿 母 ミヤビキラメキ 母母 ミヤビグレイス 5戦2勝 賞金 15，700，000円
〔制裁〕 アビッグチア号の騎手嶋田純次は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番・2

番・5番）
※ベンタロン号・ヤマニンデンファレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

08068 4月11日 晴 良 （3中山3） 第6日 第8競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時45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

56 フラッフィクラウド 牡4芦 57 丸山 元気�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 468－ 41：53．6 2．2�
57 コ ス モ オ リ 牡4栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B454－ 21：53．81� 9．9�
69 リンガスウォリアー 牡4栗 57 内田 博幸伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 B470＋ 6 〃 ハナ 18．5�
710 シュッドヴァデル 牡5鹿 57 三浦 皇成河合 裕明氏 松山 将樹 新冠 マリオステー

ブル 508± 01：54．32� 5．4�
813 グラスデスティーノ 牡4鹿 57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B480＋ 8 〃 クビ 5．9	
11 ジチュダケテソーロ 牡4鹿 57

54 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 天羽 禮治 B500＋ 21：54．51� 18．5


22 エ ス ペ ル ト �4青鹿57 石川裕紀人�ラ・メール 池上 昌和 新ひだか 田中 裕之 B476－101：54．81� 78．2�
68 � タニマサベーカ 牡6鹿 57

54 ▲永野 猛蔵谷 正之氏 辻 哲英 新冠 堤 牧場 460± 01：55．33 185．5�
33 ハ デ ィ ア 牡4鹿 57 江田 照男�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 462± 01：55．82� 7．2
711 プレイングラン 牡5栗 57 武藤 雅スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 平野牧場 B486± 01：56．01 40．4�
812� マーシゴッドレッグ 牡4鹿 57 原田 和真佐藤 勝士氏 小桧山 悟 新冠 佐藤 義紀 482＋ 81：56．42� 432．8�
44 � ユーアーマイソウル 牡4鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 498－ 41：56．5� 316．6�
45 � アポロリリー 牝4黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 418－ 72：00．8大差 15．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 40，683，800円 複勝： 57，915，600円 枠連： 13，849，200円
馬連： 85，173，400円 馬単： 39，138，600円 ワイド： 60，741，400円
3連複： 119，927，200円 3連単： 170，319，100円 計： 587，748，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 250円 � 330円 枠 連（5－5） 1，350円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 560円 �� 640円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 4，880円 3 連 単 ��� 16，860円

票 数

単勝票数 計 406838 的中 � 143181（1番人気）
複勝票数 計 579156 的中 � 159125（1番人気）� 50265（5番人気）� 35192（7番人気）
枠連票数 計 138492 的中 （5－5） 7914（5番人気）
馬連票数 計 851734 的中 �� 42527（6番人気）
馬単票数 計 391386 的中 �� 13257（6番人気）
ワイド票数 計 607414 的中 �� 29026（5番人気）�� 25043（7番人気）�� 6893（25番人気）
3連複票数 計1199272 的中 ��� 18415（18番人気）
3連単票数 計1703191 的中 ��� 7322（52番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．4―12．6―12．5―12．7―13．1―13．1―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―35．9―48．5―1：01．0―1：13．7―1：26．8―1：39．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

フラッフィクラウド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．10．19 東京3着

2017．2．19生 牡4芦 母 アルアマーナ 母母 オネストリーダーリン 10戦2勝 賞金 26，060，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アポロリリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月11日まで平地競走に

出走できない。



08069 4月11日 晴 良 （3中山3） 第6日 第9競走 ��1，200�千 葉 日 報 杯
発走14時15分 （芝・右・外）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
千葉日報杯（1着）

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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

44 アカノニジュウイチ 牝4鹿 55 大野 拓弥�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 446－ 61：08．6 1．9�
33 ア ビ エ ル ト 牡4鹿 57 丸山 元気野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 富田牧場 494＋12 〃 クビ 5．0�
11 ショウナンバニラ 牝5鹿 55 三浦 皇成�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 446＋ 21：08．91� 4．1�
77 ゲンパチアイアン 牡4鹿 57 木幡 巧也平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 482＋ 41：09．0� 9．2�
55 � ライバーバード 牡7芦 57 石橋 脩馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B518± 01：09．1� 10．6	
88 � ヴォイスオブジョイ 牝5鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan
Connors 458＋ 4 〃 ハナ 50．7


89 ト ン ボ イ 牝6栗 55 武藤 雅幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 452－ 61：09．2� 25．2�
22 ウ メ タ ロ ウ 牡6黒鹿57 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 504＋ 41：09．41 60．6�
66 スズカアーチスト 牝6黒鹿55 吉田 豊永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B442－10 （競走中止） 119．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 50，911，500円 複勝： 59，922，800円 枠連： 12，003，900円
馬連： 82，221，900円 馬単： 43，551，800円 ワイド： 54，232，400円
3連複： 104，908，500円 3連単： 222，507，700円 計： 630，260，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（3－4） 540円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 200円 �� 170円 �� 230円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 1，790円

票 数

単勝票数 計 509115 的中 � 214066（1番人気）
複勝票数 計 599228 的中 � 270715（1番人気）� 82585（3番人気）� 87217（2番人気）
枠連票数 計 120039 的中 （3－4） 17132（2番人気）
馬連票数 計 822219 的中 �� 117377（2番人気）
馬単票数 計 435518 的中 �� 44723（2番人気）
ワイド票数 計 542324 的中 �� 66638（2番人気）�� 85374（1番人気）�� 53607（3番人気）
3連複票数 計1049085 的中 ��� 167250（1番人気）
3連単票数 計2225077 的中 ��� 89834（2番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―11．3―11．1―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．4―34．7―45．8―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．9
3 ・（9，7）（1，2，3）（4，8）5－6 4 ・（9，7）3（1，8）（2，4）5＝6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アカノニジュウイチ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Roy デビュー 2019．10．27 東京1着

2017．2．8生 牝4鹿 母 デ ー タ 母母 Dama Imperial 8戦3勝 賞金 43，010，000円
〔競走中止〕 スズカアーチスト号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。

08070 4月11日 晴 良 （3中山3） 第6日 第10競走 ��
��2，400�

い ん ざ い

印 西 特 別
発走14時50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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

78 ウインダークローズ 牡4青鹿57 丹内 祐次�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 496－ 42：34．8 4．9�
33 リュードマン 牡4黒鹿57 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 青森 風ノ丘ファーム B482＋ 22：35．32� 5．0�
66 フィストバンプ 牡5青鹿57 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 482－ 42：35．4� 4．8�
77 ユ メ ノ サ キ 	6栗 57 大野 拓弥山田広太郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B536± 0 〃 ハナ 22．4�
11 フラッシングジェム 牝5青鹿55 三浦 皇成 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 480＋ 2 〃 クビ 13．6	
89 インナーアリュール 牡4鹿 57 原 優介平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 482＋102：35．71� 6．8

22 
 ワンダーラジャ 牡7栗 57 石橋 脩山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 518＋ 22：36．02 5．2�
810 ヒッチコック 牡5芦 57 内田 博幸薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ

アーム 502－ 62：36．1クビ 8．2�
55 カズマークセン 牡5鹿 57 石川裕紀人合同会社雅苑興業 茶木 太樹 安平 追分ファーム B506－122：36．63 18．7
44 リ ヴ ィ エ ラ 牡5鹿 57 丸山 元気 �カナヤマホール

ディングス 田中 克典 安平 ノーザンファーム B518＋ 22：37．23� 62．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 41，588，700円 複勝： 61，191，300円 枠連： 17，310，400円
馬連： 117，210，500円 馬単： 44，150，100円 ワイド： 71，187，900円
3連複： 161，665，700円 3連単： 207，144，200円 計： 721，448，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 170円 � 170円 枠 連（3－7） 1，090円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 510円 �� 400円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 13，290円

票 数

単勝票数 計 415887 的中 � 66783（2番人気）
複勝票数 計 611913 的中 � 81649（4番人気）� 100311（2番人気）� 90811（3番人気）
枠連票数 計 173104 的中 （3－7） 12210（5番人気）
馬連票数 計1172105 的中 �� 68251（3番人気）
馬単票数 計 441501 的中 �� 11975（6番人気）
ワイド票数 計 711879 的中 �� 35513（3番人気）�� 47779（1番人気）�� 26300（11番人気）
3連複票数 計1616657 的中 ��� 52105（3番人気）
3連単票数 計2071442 的中 ��� 11297（28番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―12．5―13．1―13．5―13．9―13．7―12．3―12．1―12．2―12．4―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―25．1―37．6―50．7―1：04．2―1：18．1―1：31．8―1：44．1―1：56．2―2：08．4―2：20．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインダークローズ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．9．22 阪神12着

2017．3．17生 牡4青鹿 母 ベ リ ー フ 母母 ダイアモンドコア 21戦3勝 賞金 47，965，000円

１レース目



08071 4月11日 晴 良 （3中山3） 第6日 第11競走
エクセル茨城境開設記念

��
��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，2．4．11以降3．4．4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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

611� ジャンダルム 牡6黒鹿57 荻野 極前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills
Co. Limited B502－ 81：07．3 3．2�

11 � マリアズハート 牝5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 490± 01：07．72� 9．5�
510 グルーヴィット 牡5鹿 57 石橋 脩 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 500－ 2 〃 ハナ 4．1�
59 カッパツハッチ 牝6鹿 53 田中 勝春�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 482＋ 6 〃 ハナ 24．0�
815 タイセイアベニール 牡6鹿 56 武藤 雅田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 486－10 〃 クビ 16．9	
612 ナランフレグ 牡5栗 55 三浦 皇成西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 496＋10 〃 ハナ 10．9

713 タマモメイトウ 牡5黒鹿53 内田 博幸タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 496－ 41：08．12 31．1�
35 	 メイショウキョウジ 牡6鹿 54 藤懸 貴志松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 B480－ 4 〃 クビ 16．5�
24 ノ ー ワ ン 牝5鹿 53 木幡 巧也藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 飛野牧場 470－ 8 〃 ハナ 22．3
23 メイショウショウブ 牝5栗 53 石川裕紀人松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 504－ 21：08．31 47．1�
48 キングハート 牡8鹿 55 原 優介増田 陽一氏 尾形 和幸 新冠 奥山 博 512＋ 81：08．4
 167．0�
714 マイネルグリット 牡4栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 498－ 41：08．61� 76．7�
816 プラチナムバレット 牡7芦 54 嘉藤 貴行 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B502± 0 〃 クビ 228．6�
36 レ ジ ェ ー ロ 牝4黒鹿54 藤田菜七子山本 剛士氏 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 410＋ 21：08．81� 27．4�
47 アルピニズム 牡4鹿 55 丸山 元気吉田 照哉氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 498－ 41：09．33 6．1�
12 ニシオボヌール �9黒鹿55 柴田 善臣三宅 勝俊氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 502± 01：25．8大差 46．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 84，586，700円 複勝： 111，668，900円 枠連： 53，427，600円
馬連： 305，688，500円 馬単： 104，358，900円 ワイド： 169，979，800円
3連複： 470，483，500円 3連単： 531，938，400円 計： 1，832，132，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 240円 � 170円 枠 連（1－6） 1，100円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 670円 �� 310円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 11，410円

票 数

単勝票数 計 845867 的中 � 210416（1番人気）
複勝票数 計1116689 的中 � 224447（1番人気）� 102845（4番人気）� 169824（2番人気）
枠連票数 計 534276 的中 （1－6） 37609（3番人気）
馬連票数 計3056885 的中 �� 128822（5番人気）
馬単票数 計1043589 的中 �� 26564（7番人気）
ワイド票数 計1699798 的中 �� 61618（5番人気）�� 157905（1番人気）�� 44258（10番人気）
3連複票数 計4704835 的中 ��� 146065（3番人気）
3連単票数 計5319384 的中 ��� 33771（15番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―10．9―11．1―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．2―44．3―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．1
3 ・（5，7，9）（2，3，11）（6，8，10）（1，14）15，13（12，16）4 4 ・（5，7）9（3，11）（6，8，10）（2，1）（14，15）13（12，16）4

勝馬の
紹 介

�ジャンダルム �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2017．9．9 阪神1着

2015．4．25生 牡6黒鹿 母 Believe 母母 Great Christine 21戦5勝 賞金 189，727，000円
〔その他〕 ニシオボヌール号は，競走中に疾病〔鼻出血及び心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適

用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ニシオボヌール号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年5月11日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の22頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）22頭 アユツリオヤジ号・ウォーターエデン号・エレナアヴァンティ号・カイザーミノル号・グローリーグローリ号・

ケープコッド号・ゴルトマイスター号・サザンヴィグラス号・サトノギャロス号・サンノゼテソーロ号・
ジョーマンデリン号・スギノヴォルケーノ号・デアフルーグ号・トウショウピスト号・ノンライセンス号・
ビリーバー号・ヒロイックアゲン号・プレシャスブルー号・ホウオウピースフル号・ヤマカツマーメイド号・
ルッジェーロ号・ロードアクア号

08072 4月11日 晴 良 （3中山3） 第6日 第12競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走16時10分 （ダート・右）

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
1：08．5
1：08．5

重
重

612 シネマトグラフ 牝4芦 55 内田 博幸江馬 由将氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 468＋121：11．4 4．4�
714 デルマシャンパン 牝6黒鹿55 三浦 皇成浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 B474－ 21：11．82� 2．4�
24 エピックガール 牝5鹿 55 丸山 元気合同会社雅苑興業 宮田 敬介 浦河 三嶋牧場 440－ 21：12．01 19．7�
47 ナ ー ラ ッ ク 牝4栗 55

54 ☆木幡 育也�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 448＋ 41：12．1� 88．7�
35 シャンボールロッソ 牝4鹿 55 武藤 雅 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 440＋ 61：12．2� 21．2�
11 チアフルローズ 牝5青鹿55 石川裕紀人ディアレストクラブ	 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 462＋ 81：12．3� 235．4

510 ヒートライトニング 牝4栗 55 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 456－12 〃 アタマ 15．7�
816� ディープブルーム 牝4鹿 55 江田 照男横瀬 寛子氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 478－ 2 〃 アタマ 6．8�
12 クィーンアドバンス 牝4青 55 野中悠太郎柳内 光子氏 勢司 和浩 日高 沖田牧場 470－ 61：12．4� 75．5
48 � グラディオロ 牝5鹿 55

53 ◇藤田菜七子村野 康司氏 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 448－ 6 〃 同着 6．8�
23 タマノジュメイラ 牝5鹿 55

52 ▲永野 猛蔵玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 486＋ 21：12．61� 16．5�
611 リアンフィーユ 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 琉人 	CHEVAL AT-
TACHE 斎藤 誠 新ひだか 前田ファーム 460＋ 2 〃 クビ 56．4�

815 ゴ ム マ リ 牝6黒鹿55 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 488＋ 61：12．7� 27．0�
713� サンマルマオリオ 牝4鹿 55

52 ▲原 優介相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 454－101：13．02 255．2�

36 � リ ゼ 牝5栗 55 大野 拓弥榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド B448＋ 21：13．95 71．4�
（15頭）

59 コーラルティアラ 牝4栗 55 石橋 脩 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 勇介 浦河 猿橋 義昭 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 76，733，800円 複勝： 88，281，300円 枠連： 34，687，800円
馬連： 180，236，500円 馬単： 68，739，200円 ワイド： 115，415，300円
3連複： 284，777，700円 3連単： 371，243，800円 計： 1，220，115，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 130円 � 350円 枠 連（6－7） 610円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，560円 �� 730円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 14，480円

票 数

単勝票数 計 767338 的中 � 138353（2番人気）
複勝票数 計 882813 的中 � 104421（3番人気）� 227771（1番人気）� 47967（8番人気）
枠連票数 計 346878 的中 （6－7） 43422（2番人気）
馬連票数 計1802365 的中 �� 185411（2番人気）
馬単票数 計 687392 的中 �� 36015（3番人気）
ワイド票数 計1154153 的中 �� 81910（2番人気）�� 17659（18番人気）�� 39664（7番人気）
3連複票数 計2847777 的中 ��� 55749（12番人気）
3連単票数 計3712438 的中 ��� 18581（30番人気）

ハロンタイム 11．8―11．1―11．7―12．2―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．9―34．6―46．8―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シネマトグラフ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Petionville デビュー 2019．10．27 東京3着

2017．2．2生 牝4芦 母 アイランドファッション 母母 Danzigs Fashion 8戦2勝 賞金 21，800，000円
〔出走取消〕 コーラルティアラ号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。

４レース目



（3中山3）第6日 4月11日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 150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

230，960，000円
18，220，000円
1，160，000円
26，790，000円
62，476，500円
5，364，000円
1，440，000円

勝馬投票券売得金
505，756，500円
709，713，200円
197，303，400円
1，142，900，800円
479，184，300円
745，546，500円
1，665，281，500円
2，262，732，800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 7，708，419，000円

総入場人員 2，610名 （有料入場人員 2，380名）
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