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08049 4月9日 晴 良 （4中山3） 第5日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

35 パイツィーレン 牝3鹿 54 横山 武史西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 442± 01：12．7 6．0�
24 ハローメリールー 牝3栗 54 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B472＋22 〃 アタマ 4．6�
47 マキアージュ 牝3鹿 54 M．デムーロ中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 バンブー牧場 454＋ 41：12．8アタマ 2．9�
12 キョウコウトッパ 牝3黒鹿54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 B468－ 21：13．33 12．8�
815 エレガントミッシー 牝3黒鹿54 宮崎 北斗伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 ヤナガワ牧場 418－ 21：13．51� 5．1�
612 フ リ フ リ 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵 �ニッシンホール
ディングス 伊藤 大士 日高 中川 欽一 428－ 6 〃 クビ 94．0	

714 スローテキーラ 牝3青鹿54 丹内 祐次吉田 千津氏 西田雄一郎 千歳 社台ファーム 460＋ 21：14．03 23．3

816 メイクザウインド 牝3鹿 54

52 △山田 敬士平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 482－ 81：14．63� 149．6�
48 エコロシルヴィー 牝3青鹿54 C．ルメール 原村 正紀氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 450－ 2 〃 クビ 10．5�
23 ケカリネイアウ 牝3鹿 54 菅原 明良窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 426＋ 41：15．02� 32．5
11 ヴェスパーローズ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介八嶋 長久氏 的場 均 新冠 シンカンファーム 440＋161：15．1クビ 276．1�
36 ライクアパール 牝3青鹿54 勝浦 正樹畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 中神牧場 460± 0 〃 クビ 362．8�
59 ルーチェディルーナ 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 422＋ 21：15．31� 21．9�

510 アイファーマオ 牝3鹿 54 木幡 巧也中島 稔氏 杉浦 宏昭 新ひだか 野表 篤夫 434＋ 61：15．4� 371．0�
611 シ ー イ ン グ 牝3青鹿 54

51 ▲小林 脩斗平川 浩之氏 粕谷 昌央 新冠 森永 聡 466－ 61：15．82� 128．8�
713 アヴェマリア 牝3鹿 54

51 ▲土田 真翔阿部東亜子氏 土田 稔 日高 新井 昭二 414 ―1：18．4大差 206．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，147，000円 複勝： 63，353，300円 枠連： 14，540，900円
馬連： 78，457，000円 馬単： 33，079，000円 ワイド： 69，273，300円
3連複： 122，710，500円 3連単： 130，339，800円 計： 550，900，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 160円 � 160円 � 130円 枠 連（2－3） 950円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 480円 �� 260円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 6，240円

票 数

単勝票数 計 391470 的中 � 51732（4番人気）
複勝票数 計 633533 的中 � 93125（4番人気）� 93637（3番人気）� 152727（1番人気）
枠連票数 計 145409 的中 （2－3） 11827（4番人気）
馬連票数 計 784570 的中 �� 51988（4番人気）
馬単票数 計 330790 的中 �� 9568（9番人気）
ワイド票数 計 692733 的中 �� 33128（5番人気）�� 73874（1番人気）�� 57313（2番人気）
3連複票数 計1227105 的中 ��� 92013（1番人気）
3連単票数 計1303398 的中 ��� 15128（7番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―12．2―12．4―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―35．2―47．6―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パイツィーレン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2021．11．20 東京5着

2019．3．29生 牝3鹿 母 パイメイメイ 母母 パイクーニャン 5戦1勝 賞金 10，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アヴェマリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月9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。
（非抽選馬） 1頭 キタノラズベリ号

08050 4月9日 晴 良 （4中山3） 第5日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

712 マイネルサハラ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 雄二 浦河 金石牧場 464＋181：55．5 7．4�

35 マ ヨ ン 牡3黒鹿56 三浦 皇成古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 赤田牧場 B476＋ 41：55．71 5．2�
713 サヨノミニスター 牡3黒鹿56 斎藤 新吉岡 泰治氏 長谷川浩大 新冠 ラツキー牧場 B468± 0 〃 クビ 89．8�
11 トップオブジェラス 牡3鹿 56 菅原 明良嶋田 賢氏 高木 登 浦河 三嶋牧場 494 ―1：55．8クビ 7．3�
59 レインボーエンゼル 牝3栗 54 横山 和生�イーデン産業 小野 次郎 新ひだか 静内杉下牧場 464－ 61：55．9� 4．6	
23 ヤマニンクイッカー 牡3青鹿56 勝浦 正樹土井 肇氏 田島 俊明 浦河 廣田 光夫 458± 0 〃 ハナ 88．2

611 フジフォンテ 牡3青鹿56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 454－ 41：56．53� 10．7�
34 インブリウム 牡3栗 56

54 △永野 猛蔵 �社台レースホース鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446－ 81：56．6アタマ 9．2�

46 フロールシュタット 牡3鹿 56 横山 武史吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 ハナ 5．1
47 チ ョ ロ ヤ マ 牡3栗 56 大野 拓弥増田 和啓氏 小手川 準 平取 二風谷ファーム B426－ 41：56．81� 37．9�
610 ネ ク タ リ ス 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 アタマ 25．7�
815 フロンテアブルー 牡3鹿 56 M．デムーロ三協ファーム� 国枝 栄 浦河 林 孝輝 508 ―1：57．01� 13．2�
22 ハッピーオーラ 牝3栗 54 黛 弘人堀口 晴男氏 稲垣 幸雄 新ひだか 有限会社石川牧場 452＋ 21：57．31� 206．3�
58 ブルーバレル 牡3黒鹿 56

53 ▲大久保友雅岡田甲子男氏 清水 久詞 浦河 富菜牧場 532－ 61：58．04 239．1�
814 ア ン ダ ー レ �3黒鹿56 吉田 豊広尾レース� 中舘 英二 新ひだか 金 球美 436－161：58．64 153．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，516，200円 複勝： 55，666，900円 枠連： 14，316，800円
馬連： 69，618，200円 馬単： 28，724，800円 ワイド： 64，158，500円
3連複： 105，267，800円 3連単： 108，764，900円 計： 486，034，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 280円 � 200円 � 1，520円 枠 連（3－7） 1，260円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 4，900円

ワ イ ド �� 940円 �� 10，110円 �� 5，750円

3 連 複 ��� 70，240円 3 連 単 ��� 270，970円

票 数

単勝票数 計 395162 的中 � 42493（5番人気）
複勝票数 計 556669 的中 � 52479（6番人気）� 88660（3番人気）� 7549（11番人気）
枠連票数 計 143168 的中 （3－7） 8780（5番人気）
馬連票数 計 696182 的中 �� 23528（7番人気）
馬単票数 計 287248 的中 �� 4388（18番人気）
ワイド票数 計 641585 的中 �� 18441（10番人気）�� 1592（54番人気）�� 2816（46番人気）
3連複票数 計1052678 的中 ��� 1124（136番人気）
3連単票数 計1087649 的中 ��� 291（655番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．4―13．1―13．2―13．1―13．2―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．7―49．8―1：03．0―1：16．1―1：29．3―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．4
1
3
・（9，13）10－12（2，15）7（3，4）6－11，5，14（1，8）・（9，13）（10，12）（7，15）（3，4）2（6，5）（1，11）（8，14）

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

勝馬の
紹 介

マイネルサハラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2021．8．7 新潟7着

2019．4．16生 牡3黒鹿 母 マイネフェリックス 母母 マイネカレッシュ 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔制裁〕 トップオブジェラス号の騎手菅原明良は，向正面での御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※サヨノミニスター号・ブルーバレル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第３回 中山競馬 第５日



08051 4月9日 晴 良 （4中山3） 第5日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

11 ホウオウノーサイド 牡3栗 56 斎藤 新小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 462－ 41：12．6 1．3�
816 ベルウッドウズメ 牡3芦 56

55 ☆秋山 稔樹鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 500－ 4 〃 クビ 30．2�
35 ディオアステリア 牝3芦 54 横山 和生 �YGGホースクラブ 小野 次郎 むかわ 市川牧場 456－101：13．02� 9．6�
24 ムッシュージョイ 牡3鹿 56 石橋 脩西村 亮二氏 武市 康男 新冠 対馬 正 460－101：13．74 6．1�
510 ホワイトレッグス 牡3栗 56

53 ▲原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 436＋ 61：13．91 236．8�
47 バ リ ア ン ス 牡3芦 56 勝浦 正樹藤田 岳彦氏 田村 康仁 青森 久保フアーム 506－ 21：14．0� 29．0	
23 クインズソフィア 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗 �ケイアイスタリオン 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 450－ 61：14．42� 34．6

612 ベルウッドメルシー 牡3鹿 56 内田 博幸鈴木 照雄氏 辻 哲英 浦河 市川フアーム 516± 01：14．72 39．2�
714 キタノコレット 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 本間 忍 新ひだか 米田牧場 428＋ 21：14．8クビ 185．1�
59 グレースミューズ 牝3鹿 54 丹内 祐次田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 川島牧場 438＋ 61：14．9� 282．0
36 エ ン ラ イ 牝3黒鹿54 菅原 明良江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 454± 0 〃 クビ 157．4�
611 シカゴフットワーク 牡3鹿 56

53 ▲西塚 洸二鈴木 剛史氏 田中 博康 日高 下河辺牧場 B510＋ 21：15．21� 11．8�
48 アティトラン 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 430± 01：15．3アタマ 51．3�

12 ザビッグマン 牡3鹿 56 木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 棚川 光男 B530－ 41：15．51� 126．6�
815 キ ネ ン ビ 牝3栗 54 菊沢 一樹谷口 祐人氏 勢司 和浩 新ひだか 中田 浩美 466＋ 8 〃 クビ 202．5�
713 タ イ コ ネ ン 牝3栗 54 嶋田 純次布武起会 水野 貴広 日高 木村牧場 456－141：17．4大差 124．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，844，700円 複勝： 161，707，800円 枠連： 15，341，300円
馬連： 61，734，800円 馬単： 40，769，000円 ワイド： 60，958，900円
3連複： 102，293，800円 3連単： 170，043，600円 計： 657，693，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 330円 � 200円 枠 連（1－8） 1，600円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 580円 �� 400円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 3，270円 3 連 単 ��� 10，970円

票 数

単勝票数 計 448447 的中 � 257428（1番人気）
複勝票数 計1617078 的中 � 1231284（1番人気）� 30278（6番人気）� 60964（3番人気）
枠連票数 計 153413 的中 （1－8） 7418（5番人気）
馬連票数 計 617348 的中 �� 30302（6番人気）
馬単票数 計 407690 的中 �� 15918（7番人気）
ワイド票数 計 609589 的中 �� 27376（5番人気）�� 42497（3番人気）�� 6391（20番人気）
3連複票数 計1022938 的中 ��� 23433（10番人気）
3連単票数 計1700436 的中 ��� 11236（32番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．1―12．7―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．6―48．3―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウオウノーサイド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2022．1．16 中山9着

2019．4．15生 牡3栗 母 ツーデイズノーチス 母母 ユ ニ バ ー ス 3戦1勝 賞金 7，300，000円
〔制裁〕 シカゴフットワーク号の騎手西塚洸二は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
〔その他〕 タイコネン号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔3走成績による出走制限〕 キネンビ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月9日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリスタルローズ号
（非抽選馬） 1頭 ミザール号

08052 4月9日 晴 良 （4中山3） 第5日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時40分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

24 メタルゴッド 牝3青 54 坂井 瑠星田畑 勝彦氏 矢作 芳人 浦河 秋場牧場 440－ 41：55．7 24．0�
48 リトルポピー 牝3芦 54 横山 武史 �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460± 01：55．8� 3．0�
47 ジェイエルエース 牝3栗 54 田辺 裕信橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 476－161：56．12 6．4�

611 ララエフォール 牡3鹿 56 菅原 明良フジイ興産� 和田 雄二 平取 清水牧場 490± 01：56．2クビ 2．2�
（法942）

59 ローズピリオド 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 41：57．37 13．0	
510 エターナルプライド 牝3黒鹿54 武士沢友治伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 456＋ 41：57．51� 149．4

12 キタノホマレボシ 牡3黒鹿56 柴田 大知北所 直人氏 粕谷 昌央 日高 道見牧場 426＋ 2 〃 クビ 75．7�
612 スリージャスティス 牡3鹿 56

53 ▲原 優介福田 光博氏 青木 孝文 日高 鹿戸 和幸 482＋181：58．13� 337．3�
815 ラッフルズプレース 牡3黒鹿56 三浦 皇成保坂 和孝氏 林 徹 新冠 長浜牧場 452＋ 81：58．73� 11．3
23 ナ ム ラ ロ ロ 牡3栗 56 岩部 純二奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 426± 01：58．8クビ 41．2�
714 エ レ オ ス 牝3栗 54 丸山 元気�G1レーシング 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 41：59．01� 28．1�
11 マリノメローラ 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵矢野 雅子氏 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 496－ 21：59．53 393．8�
35 エ レ ダ ー ル 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 琉人 �グリーンファーム杉山 晴紀 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 462－10 〃 同着 76．9�

36 エ ト ー ソ 牝3鹿 54
51 ▲大久保友雅吉田 照哉氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 436－ 21：59．71� 272．2�

713 メイプルプリン 牝3栗 54 松岡 正海節 英司氏 田中 剛 新冠 株式会社
安達牧場 448－ 62：00．65 130．7�

816 ウインプロヴァンス 牡3栗 56 黛 弘人�ウイン 和田正一郎 日高 槇本牧場 506－122：06．2大差 331．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，792，400円 複勝： 61，644，000円 枠連： 17，809，600円
馬連： 70，239，700円 馬単： 35，178，100円 ワイド： 62，339，800円
3連複： 108，636，200円 3連単： 139，551，000円 計： 537，190，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，400円 複 勝 � 580円 � 150円 � 240円 枠 連（2－4） 1，570円

馬 連 �� 4，880円 馬 単 �� 14，440円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 1，910円 �� 370円

3 連 複 ��� 7，330円 3 連 単 ��� 76，760円

票 数

単勝票数 計 417924 的中 � 13873（6番人気）
複勝票数 計 616440 的中 � 20348（6番人気）� 145118（2番人気）� 64063（3番人気）
枠連票数 計 178096 的中 （2－4） 8765（6番人気）
馬連票数 計 702397 的中 �� 11147（11番人気）
馬単票数 計 351781 的中 �� 1827（34番人気）
ワイド票数 計 623398 的中 �� 13420（10番人気）�� 7793（19番人気）�� 47613（3番人気）
3連複票数 計1086362 的中 ��� 11114（20番人気）
3連単票数 計1395510 的中 ��� 1318（178番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．6―13．9―13．4―13．3―13．1―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．6―50．5―1：03．9―1：17．2―1：30．3―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メタルゴッド �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．1．23 中京6着

2019．5．16生 牝3青 母 ミスハレクラニ 母母 ミュゲドボヌール 4戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインプロヴァンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月9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〕 エトーソ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月9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 サヨノミニスター号



08053 4月9日 晴 良 （4中山3） 第5日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

713 パラレルヴィジョン 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 494 ―2：00．8 2．5�
611 アクロビンジャー 牡3鹿 56 吉田 豊 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 浦河 三嶋牧場 452＋ 42：01．22� 5．3�
714 コスモフロイデ 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 折手牧場 464± 02：01．51� 28．7�
35 メンアットワーク 牡3青鹿56 斎藤 新千明牧場 斎藤 誠 日高 千明牧場 456＋ 82：01．6� 13．6�
612 トリプルスリル 牡3黒鹿56 石橋 脩吉田 千津氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 478－ 82：01．7� 26．2	
59 パ ガ ニ ー ニ 牡3鹿 56 武 豊金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 512－ 42：01．8� 36．6

48 ホウオウユニコーン 牡3芦 56 丸田 恭介小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 456± 02：01．9クビ 29．5�
818� トプカプパレス 牝3鹿 54 津村 明秀ゴドルフィン 田中 博康 英 Godolphin 454 ― 〃 アタマ 65．7�
12 ノアチェリー 牝3黒鹿54 江田 照男佐山 公男氏 大江原 哲 新冠 長浜牧場 B464＋ 4 〃 クビ 34．2
510 ローズナイトシチー 牡3黒鹿56 M．デムーロ �友駿ホースクラブ 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 464± 02：02．11 30．2�
24 ビヨンドザリミット 牝3鹿 54 三浦 皇成フィールドレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 462＋102：02．41� 67．5�
47 ハリウッドフェーム 牡3黒鹿56 横山 武史 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 新ひだか 山際牧場 B532－ 82：03．25 2．8�
36 ジャストビギニング 牡3鹿 56 菅原 明良松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 カナイシスタッド 462－ 22：03．41� 363．8�
23 リトルウイナー 牡3鹿 56 的場 勇人野村 茂雄氏 的場 均 日高 奥山 博 420＋102：04．14 454．5�
816 シルバーサドル 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 420＋ 22：05．58 464．1�
817 オーケードリーム 牝3栗 54 石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 新ひだか 山際セントラルスタッド 446－ 62：08．0大差 59．7�
11 � アルタマール 牝3鹿 52

49 ▲横山 琉人 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新 Mrs S Meyer 494＋ 22：08．52� 247．8�
715 ガイフウカイセイ 牡3青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 猿橋 義昭 514± 02：10．110 469．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 55，172，600円 複勝： 71，570，000円 枠連： 18，451，700円
馬連： 82，826，600円 馬単： 34，192，200円 ワイド： 84，591，400円
3連複： 136，515，900円 3連単： 139，001，900円 計： 622，322，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 180円 � 170円 � 470円 枠 連（6－7） 710円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，480円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 5，970円 3 連 単 ��� 20，070円

票 数

単勝票数 計 551726 的中 � 170076（1番人気）
複勝票数 計 715700 的中 � 108930（3番人気）� 127338（2番人気）� 30232（8番人気）
枠連票数 計 184517 的中 （6－7） 20057（3番人気）
馬連票数 計 828266 的中 �� 58271（3番人気）
馬単票数 計 341922 的中 �� 14013（5番人気）
ワイド票数 計 845914 的中 �� 46009（3番人気）�� 14033（16番人気）�� 18896（9番人気）
3連複票数 計1365159 的中 ��� 17136（16番人気）
3連単票数 計1390019 的中 ��� 5021（45番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．6―12．1―12．4―12．2―12．5―12．4―12．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．0―34．6―46．7―59．1―1：11．3―1：23．8―1：36．2―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．0
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

パラレルヴィジョン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Makfi 初出走

2019．2．4生 牡3鹿 母 アールブリュット 母母 イグジビットワン 1戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーケードリーム号・アルタマール号・ガイフウカイセイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和4年5月9日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シャノワール号・スマートクレール号

08054 4月9日 晴 良 （4中山3） 第5日 第6競走 1，200�3歳未勝利
発走13時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

59 シルバーキングダム 牡3黒鹿56 吉田 豊平賀 久枝氏 西田雄一郎 浦河 鎌田 正嗣 490± 01：13．2 2．1�
815 ヒメカミノイタダキ 牡3栗 56 石橋 脩國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 482－ 21：13．62 3．5�
12 ア ポ 牡3栗 56 丸田 恭介武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 462± 01：13．81� 6．6�
24 エムアイリーズン 牝3栗 54

51 ▲原 優介岩崎 充利氏 青木 孝文 浦河 バンブー牧場 474± 01：13．9� 30．9�
510 ルルネージュ 牝3芦 54 菅原 明良ディアレストクラブ� 武市 康男 浦河 宮内牧場 482－ 41：14．0� 14．4�
35 ロイズピーク 牡3黒鹿56 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 浦河 笠松牧場 480－ 41：14．42� 23．2	
816 ジュンオーズ 牡3鹿 56 大庭 和弥河合 純二氏 勢司 和浩 熊本 本田 土寿 436＋ 2 〃 アタマ 138．9

612 セイショウスマイル 牝3鹿 54 武士沢友治岩崎 暉男氏 本間 忍 浦河 日進牧場 474－ 21：14．5クビ 21．7�
23 ミラーレイク 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 436－ 21：14．6� 49．0
36 ク ー ル ボ ス 牡3鹿 56 横山 和生 �CHEVAL AT-

TACHE 栗田 徹 日高 タバタファーム 492－ 8 〃 クビ 21．7�
714 プリンスミノル 牡3鹿 56

53 ▲西塚 洸二吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか ゴールドアップカンパニー 456＋12 〃 ハナ 62．8�
611 ピンクペッパー 牡3青 56 江田 照男松本 有啓氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 B490－121：15．02� 27．2�
713 キタノパフューム 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹北所 直人氏 蛯名 利弘 浦河 小林 仁 442－ 21：15．21� 271．7�
11 ゲールズヒーロー �3鹿 56 木幡 育也大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社

大原ファーム 466－121：15．51� 288．9�
48 ヴェクトライズ 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 飯岡牧場 508＋ 21：15．6� 60．3�

47 ハクサンポラリス 牡3黒鹿56 菊沢 一樹篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 466－ 21：17．6大差 239．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，939，000円 複勝： 53，768，400円 枠連： 16，530，700円
馬連： 67，793，400円 馬単： 33，726，500円 ワイド： 64，502，700円
3連複： 105，840，500円 3連単： 119，872，200円 計： 497，973，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 130円 � 170円 枠 連（5－8） 340円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 170円 �� 300円 �� 480円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 2，600円

票 数

単勝票数 計 359390 的中 � 135524（1番人気）
複勝票数 計 537684 的中 � 165968（1番人気）� 99930（2番人気）� 58073（3番人気）
枠連票数 計 165307 的中 （5－8） 37559（1番人気）
馬連票数 計 677934 的中 �� 162019（1番人気）
馬単票数 計 337265 的中 �� 48632（1番人気）
ワイド票数 計 645027 的中 �� 119609（1番人気）�� 50791（2番人気）�� 28047（3番人気）
3連複票数 計1058405 的中 ��� 99982（1番人気）
3連単票数 計1198722 的中 ��� 33307（1番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．1―12．6―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．3―47．9―1：00．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．9
3 9（10，12，15）8（4，11）2（1，3）（6，16）－（5，13）7－14 4 9（10，15）12－4，11（8，2，3）－（1，16）－6，5，13，14，7

勝馬の
紹 介

シルバーキングダム �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．10．30 東京7着

2019．3．20生 牡3黒鹿 母 プリティウイッチ 母母 ス コ ー ル イ 6戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ジュンオーズ号の騎手大庭和弥は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハクサンポラリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月9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 スターオブフェイス号



08055 4月9日 晴 良 （4中山3） 第5日 第7競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走13時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

22 カンピオーネ 牡3鹿 56 田辺 裕信�GET NEXT 栗田 徹 新冠 須崎牧場 502＋ 21：53．2 11．1�
69 レッドラパルマ 牡3鹿 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 488± 01：53．41 9．1�
58 メイショウカゲカツ 牡3芦 56 石橋 脩松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 500＋ 21：53．61� 6．6�
33 タマモタップダンス 牝3栗 54

52 △永野 猛蔵タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 480＋ 21：54．13 20．2�
45 ミエノナイスガイ 牡3鹿 56 木幡 巧也里見美惠子氏 田中 博康 浦河 谷川牧場 B462－ 21：54．31� 69．5�
610 ネッスンドルマ 牡3鹿 56 吉田 隼人藤田 純氏 加藤士津八 新冠 新冠橋本牧場 436＋ 41：54．4アタマ 75．5	
813 ロイヤルソウル 牝3鹿 54 木幡 初也フィールドレーシング 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 476＋161：55．46 121．4

34 インディゴブラック 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 500± 01：55．5� 1．8�
46 カズラポニアン 牡3栗 56 横山 和生合同会社雅苑興業 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 480± 01：55．6� 7．0
11 パ ル ガ ン 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 日高 庄野牧場 B462＋ 41：56．02� 46．6�
57 シンボリックレルム 牝3黒鹿54 武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 480－ 41：56．42� 157．8�
814 ニシノボルテージ 牡3鹿 56 野中悠太郎西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 中山 高鹿康 450± 01：56．5クビ 169．3�
712 エンパイアウエスト 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 494± 01：57．56 28．1�
711 レベレンシア 牡3鹿 56 横山 典弘�ノースヒルズ 安田 翔伍 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490＋10 〃 � 13．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 57，774，000円 複勝： 77，824，200円 枠連： 17，803，400円
馬連： 89，076，800円 馬単： 40，138，400円 ワイド： 86，637，500円
3連複： 144，026，000円 3連単： 171，271，200円 計： 684，551，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 260円 � 240円 � 170円 枠 連（2－6） 5，100円

馬 連 �� 6，380円 馬 単 �� 16，240円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 940円 �� 800円

3 連 複 ��� 10，680円 3 連 単 ��� 95，000円

票 数

単勝票数 計 577740 的中 � 41469（5番人気）
複勝票数 計 778242 的中 � 68709（5番人気）� 78449（4番人気）� 142543（2番人気）
枠連票数 計 178034 的中 （2－6） 2702（18番人気）
馬連票数 計 890768 的中 �� 10812（21番人気）
馬単票数 計 401384 的中 �� 1853（46番人気）
ワイド票数 計 866375 的中 �� 13203（18番人気）�� 23850（11番人気）�� 28349（8番人気）
3連複票数 計1440260 的中 ��� 10113（31番人気）
3連単票数 計1712712 的中 ��� 1307（261番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．1―13．1―12．6―12．9―12．7―12．5―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―35．4―48．5―1：01．1―1：14．0―1：26．7―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カンピオーネ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2021．10．16 新潟2着

2019．4．23生 牡3鹿 母 エ ル フ ィ ン 母母 ロ ジ ー タ 5戦2勝 賞金 17，400，000円

08056 4月9日 晴 良 （4中山3） 第5日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走14時05分 （芝・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

22 ノーダブルディップ 牡4鹿 57 津村 明秀丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 548－ 21：47．5 5．6�
713 スマートワン 牡4青鹿57 C．ルメール 橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 476＋ 21：47．6� 4．0�
35 ゲンパチリベロ 牡4芦 57 武 豊平野 武志氏 西田雄一郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 498± 01：47．81� 2．9�
610 マイネルデステリョ 牡5黒鹿 57

54 ▲小林 脩斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 456＋ 21：47．9� 32．7�

814 レベンディス 	5栗 57 三浦 皇成 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 日高 オリオンファーム 494± 01：48．11� 123．5	
59 レッジャードロ 牝4栗 55 吉田 豊大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 438＋ 61：48．31� 17．9

611 スノーハレーション 牝4芦 55 M．デムーロ�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 420＋141：48．4� 17．1�
815 ピ ナ 牝4鹿 55

54 ☆秋山 稔樹畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 高松牧場 B480＋ 61：48．5� 277．8�
23 レッドアダン 	5鹿 57 内田 博幸 �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 458－101：48．6クビ 107．0
47 ブライズルーム 牝4黒鹿55 菅原 明良�ヤナガワ牧場 竹内 正洋 日高 ヤナガワ牧場 438－ 21：48．7� 5．7�
712
 モンサンラディウス 牡4鹿 57 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B506－141：48．91� 178．1�
46 スウィートブルーム 牝4鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム B428± 01：49．42� 14．5�
11 ブラウシュヴァルツ 	4青 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B496－161：49．5� 20．4�
34 タイセイルージュ 牝4栗 55

53 △永野 猛蔵田中 成奉氏 伊藤 大士 浦河 バンブー牧場 B472＋ 61：49．71� 296．4�
58 ヴィントミューレ 	4鹿 57 野中悠太郎下河辺隆行氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 430－ 4 〃 クビ 55．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，128，000円 複勝： 70，359，700円 枠連： 17，078，500円
馬連： 89，518，800円 馬単： 35，914，600円 ワイド： 76，394，200円
3連複： 131，151，300円 3連単： 147，287，300円 計： 614，832，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 140円 � 130円 枠 連（2－7） 1，240円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 380円 �� 380円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 7，600円

票 数

単勝票数 計 471280 的中 � 66579（3番人気）
複勝票数 計 703597 的中 � 92530（4番人気）� 137908（2番人気）� 158468（1番人気）
枠連票数 計 170785 的中 （2－7） 10621（6番人気）
馬連票数 計 895188 的中 �� 54638（4番人気）
馬単票数 計 359146 的中 �� 10600（8番人気）
ワイド票数 計 763942 的中 �� 49167（3番人気）�� 48920（4番人気）�� 87001（1番人気）
3連複票数 計1311513 的中 ��� 96612（1番人気）
3連単票数 計1472873 的中 ��� 14034（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―35．3―47．7―1：00．0―1：12．2―1：23．9―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノーダブルディップ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 アグネスワールド デビュー 2020．10．4 中山2着

2018．3．8生 牡4鹿 母 リトルディッパー 母母 マンデーデライト 16戦2勝 賞金 29，830，000円



08057 4月9日 晴 良 （4中山3） 第5日 第9競走 ��2，400�
い ん ざ い

印 西 特 別
発走14時35分 （ダート・右）
4歳以上，2勝クラス，3．4．10以降4．4．3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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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

816 フィストバンプ 牡6青鹿56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 492＋ 42：34．8 5．9�
23 ショウナンアーチー 牡4鹿 55 坂井 瑠星国本 哲秀氏 松下 武士 日高 下河辺牧場 498－ 6 〃 クビ 5．8�
48 クールファイブ 牡4鹿 54 松岡 正海大塚 亮一氏 堀内 岳志 安平 ノーザンファーム 488－ 42：35．01� 20．5�
47 メ ラ ー キ 牡5青鹿55 横山 和生大塚 亮一氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 492± 02：35．31� 4．7�
510� ディクテオン �4黒鹿54 菅原 明良�G1レーシング 吉岡 辰弥 安平 追分ファーム 506－ 62：35．4	 3．4�
612 コバルトブルー 牡6栗 55 石川裕紀人青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 466＋ 62：35．5� 25．2	
815 エクセレントラン �5鹿 54 横山 琉人田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 474－ 42：35．71	 17．3

713 グッドリドゥンス 牡5栗 53 勝浦 正樹林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 484± 02：36．55 65．0�
36 ウインレゼルヴ 牡5栗 54 丹内 祐次�ウイン 奥平 雅士 様似 小田 誠一 504＋ 6 〃 ハナ 41．5�
59 ヒッチコック 牡6芦 54 吉田 隼人薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ

アーム 506＋ 22：36．7� 42．0
611 トウカイオルデン 牡7鹿 53 野中悠太郎内村 正則氏 菊川 正達 新ひだか 平野牧場 B480－ 82：37．02 141．7�
24 ワセダハーツ 牡4栗 55 横山 武史大冨 智弘氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 428＋ 22：37．74 10．3�
35 ネオストーリー 牡5青鹿53 秋山 稔樹藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル B468－ 2 〃 アタマ 222．7�
11 オンワードセルフ 牡6鹿 52 丸田 恭介樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B496－ 72：37．91� 117．3�
714 ジ ジ 牡4鹿 54 田辺 裕信林 弘之氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 490－ 42：38．32	 14．0�
12 サダムラピュタ 牡7黒鹿54 津村 明秀大西美生子氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B476＋ 42：39．04 72．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，648，500円 複勝： 78，870，600円 枠連： 29，332，400円
馬連： 120，476，800円 馬単： 43，997，500円 ワイド： 97，898，000円
3連複： 196，027，500円 3連単： 199，970，000円 計： 820，221，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 210円 � 550円 枠 連（2－8） 580円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 640円 �� 2，070円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 15，430円 3 連 単 ��� 79，390円

票 数

単勝票数 計 536485 的中 � 72628（4番人気）
複勝票数 計 788706 的中 � 123560（2番人気）� 103673（4番人気）� 30007（8番人気）
枠連票数 計 293324 的中 （2－8） 38686（1番人気）
馬連票数 計1204768 的中 �� 56762（5番人気）
馬単票数 計 439975 的中 �� 10185（10番人気）
ワイド票数 計 978980 的中 �� 41768（5番人気）�� 11853（25番人気）�� 10975（28番人気）
3連複票数 計1960275 的中 ��� 9524（51番人気）
3連単票数 計1999700 的中 ��� 1826（273番人気）

ハロンタイム 13．3―12．1―13．3―12．6―12．5―13．1―13．5―12．8―12．7―12．9―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．4―38．7―51．3―1：03．8―1：16．9―1：30．4―1：43．2―1：55．9―2：08．8―2：21．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィストバンプ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．2．10 東京9着

2016．4．30生 牡6青鹿 母 ボーンザスカイ 母母 クイーンゴーラン 28戦3勝 賞金 63，022，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トップリーチ号
（非抽選馬） 1頭 レアリザトゥール号

08058 4月9日 晴 良 （4中山3） 第5日 第10競走 ��
��1，200�

ふなばし

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

船橋市長賞（1着）
賞 品

本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

36 ジュビリーヘッド 牡5鹿 57 横山 和生 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B474－ 21：07．7 5．1�
48 ト キ メ キ 牝5栗 55 松岡 正海�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 510＋ 61：08．01� 14．1�
713 シュアーヴアリア 牝4黒鹿55 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B488＋ 8 〃 アタマ 17．1�
35 トーセンリスト 牝6栗 55 菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 464＋101：08．31	 106．0	
714 フォイアーロート 牡4青鹿57 岩田 康誠吉田 勝己氏 中村 直也 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 ハナ 83．0

24 ショウリュウレーヴ 牡4黒鹿57 石橋 脩上田 芳枝氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 508＋ 2 〃 クビ 1．9�
815 ジョニーズララバイ 牡6鹿 57 石川裕紀人金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 洞
湖 レイクヴィラファーム 466± 0 〃 アタマ 96．9�
816 サトノファビュラス 牝5鹿 55 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 422－ 41：08．4	 30．9
59 � ジャスパージャック 牡6鹿 57 武 豊加藤 和夫氏 森 秀行 米 Camas

Park Stud B530－10 〃 アタマ 18．3�
23 テーオーマルクス 牡5鹿 57 斎藤 新小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 B496－ 21：08．6� 73．4�
47 � チェリーブリーズ 牝5鹿 55 原田 和真�木村牧場 堀内 岳志 日高 木村牧場 484－10 〃 アタマ 272．7�
12 ナンヨーアミーコ 9栗 57 秋山 稔樹中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 428－ 2 〃 クビ 78．7�
611 ゼログラヴィティ 牝4黒鹿55 津村 明秀ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－14 〃 同着 7．9�
11 ショウナンアオゾラ 牡6黒鹿57 菅原 明良�湘南 大竹 正博 新冠 ムラカミファーム 484＋101：08．7クビ 24．6�
510 フォースオブウィル 5栗 57 柴田 大知柳原 克哉氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 436± 0 〃 アタマ 11．0�
612 オルダージュ 6黒鹿57 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 482＋ 2 〃 ハナ 76．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 76，504，000円 複勝： 102，692，900円 枠連： 32，494，200円
馬連： 172，276，500円 馬単： 69，696，500円 ワイド： 134，535，000円
3連複： 266，164，200円 3連単： 304，243，600円 計： 1，158，606，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 320円 � 380円 枠 連（3－4） 2，300円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，120円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 7，710円 3 連 単 ��� 36，390円

票 数

単勝票数 計 765040 的中 � 118025（2番人気）
複勝票数 計1026929 的中 � 194739（2番人気）� 76305（5番人気）� 60197（6番人気）
枠連票数 計 324942 的中 （3－4） 10918（10番人気）
馬連票数 計1722765 的中 �� 56927（9番人気）
馬単票数 計 696965 的中 �� 11904（13番人気）
ワイド票数 計1345350 的中 �� 47519（6番人気）�� 30975（13番人気）�� 16336（24番人気）
3連複票数 計2661642 的中 ��� 25880（26番人気）
3連単票数 計3042436 的中 ��� 6060（103番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．0―11．0―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．2―44．2―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュビリーヘッド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．8．17 小倉1着

2017．3．31生 牡5鹿 母 ローズノーブル 母母 ヴィアンローズ 18戦4勝 賞金 86，687，000円
〔その他〕 フォースオブウィル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 フォースオブウィル号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年5月9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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 グレイトゲイナー号・コスモアンジュ号・ショウナンアリアナ号・スンリ号・テイエムイダテン号・

ペコリーノロマーノ号



08059 4月9日 晴 良 （4中山3） 第5日 第11競走 ��
��1，600�第40回ニュージーランドトロフィー（ＧⅡ）

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

レーシングタウランガ賞・ニュージーランド航空賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 784，000円 224，000円 112，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

66 � ジ ャ ン グ ロ 牡3黒鹿56 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Nursery Place
& Partners 460－ 41：33．5 7．0�

11 マテンロウオリオン 牡3黒鹿56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 ムラカミファーム 486± 0 〃 アタマ 2．3�
67 リューベック 牡3鹿 56 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 486－ 81：33．81� 11．5�
811 エ ン ペ ザ ー 牡3鹿 56 坂井 瑠星�リーヴァ 田中 克典 新ひだか 上村 清志 480± 01：34．01	 12．1�
22 ティーガーデン 牡3黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 498－121：34．31
 4．9	
79 � エイシンシュトルム 牡3芦 56 石川裕紀人�栄進堂 勢司 和浩 浦河 栄進牧場 484－ 2 〃 ハナ 125．2

810 デルマグレムリン 牡3栗 56 M．デムーロ浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 434－ 41：34．4
 9．5�
78 サーマルウインド 牝3鹿 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 510－ 41：34．5� 12．5�
44 アバンチュリエ 牡3栗 56 横山 武史 DMMドリームクラブ� 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 466± 01：35．03� 11．2
33 モチベーション 牝3鹿 54 秋山 稔樹石川 秀守氏 清水 英克 新ひだか 水丸牧場 428± 01：35．21 169．2�
55 ベルウッドブラボー 牡3鹿 56 丸山 元気鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 チェスナット

ファーム B458± 01：35．31 55．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 198，905，200円 複勝： 200，941，200円 枠連： 58，250，900円
馬連： 438，971，400円 馬単： 180，540，600円 ワイド： 341，834，800円
3連複： 723，516，800円 3連単： 1，048，277，300円 計： 3，191，238，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 220円 � 120円 � 250円 枠 連（1－6） 550円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，230円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 16，090円

票 数

単勝票数 計1989052 的中 � 225098（3番人気）
複勝票数 計2009412 的中 � 198464（3番人気）� 606536（1番人気）� 159714（6番人気）
枠連票数 計 582509 的中 （1－6） 81476（1番人気）
馬連票数 計4389714 的中 �� 340455（2番人気）
馬単票数 計1805406 的中 �� 52619（9番人気）
ワイド票数 計3418348 的中 �� 214175（2番人気）�� 70227（17番人気）�� 195519（3番人気）
3連複票数 計7235168 的中 ��� 183758（10番人気）
3連単票数 計10482773 的中 ��� 47227（60番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．2―12．1―12．0―11．7―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―34．7―46．8―58．8―1：10．5―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

�ジ ャ ン グ ロ �
�
父 More Than Ready �

�
母父 Broad Brush デビュー 2021．8．22 小倉3着

2019．3．2生 牡3黒鹿 母 Goodbye Stranger 母母 Prime Investor 8戦4勝 賞金 102，174，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりジャングロ号・マテンロウオリオン号・リューベック号は，NHKマイルカップ（GⅠ）競走に優先出走できる。

08060 4月9日 晴 良 （4中山3） 第5日 第12競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

55 ダノンマヴロス 牡4鹿 57 三浦 皇成�ダノックス 田中 博康 新ひだか ウエスタンファーム B484± 01：53．9 4．2�
66 インヴァリアンス 牡4栗 57 横山 武史�G1レーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 478－ 21：54．11� 3．0�
78 サンズオブタイム 牡4黒鹿57 田辺 裕信ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－ 61：54．42 4．1�
67 � ラ ン ス ル ー 牡4栗 57 武 豊前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 544－ 21：54．5� 7．2�
810 エコロカナワン 牡4鹿 57 石橋 脩原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B498＋ 21：55．02� 9．0�
11 クリノクーニング 牡7鹿 57 江田 照男栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 462－ 6 〃 クビ 109．3	
811 ホウオウヴォーヌ 牡4栗 57 斎藤 新小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド B482－ 41：55．31� 69．1

79 � アメリカンエール 牡4芦 57 吉田 豊 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. B504＋ 81：55．41 16．0�
22 � ゾ ロ 牡6栗 57

55 △山田 敬士北山 敏�氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 472± 0 〃 ハナ 23．2
44 � メイショウムート 牡4鹿 57 菅原 明良松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 本巣 敦 442－ 41：55．5� 35．4�
33 エアーレジーナ 牝4鹿 55 吉田 隼人遠藤 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 494＋101：56．03 31．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 93，642，100円 複勝： 105，589，200円 枠連： 32，703，200円
馬連： 169，571，500円 馬単： 71，447，900円 ワイド： 143，159，800円
3連複： 260，533，200円 3連単： 360，575，100円 計： 1，237，222，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 130円 � 140円 枠 連（5－6） 440円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 290円 �� 350円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 4，830円

票 数

単勝票数 計 936421 的中 � 177871（3番人気）
複勝票数 計1055892 的中 � 202234（2番人気）� 217790（1番人気）� 178649（3番人気）
枠連票数 計 327032 的中 （5－6） 56415（1番人気）
馬連票数 計1695715 的中 �� 196876（1番人気）
馬単票数 計 714479 的中 �� 37410（2番人気）
ワイド票数 計1431598 的中 �� 130525（1番人気）�� 102108（3番人気）�� 121115（2番人気）
3連複票数 計2605332 的中 ��� 177713（1番人気）
3連単票数 計3605751 的中 ��� 54086（4番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．8―12．8―12．4―12．9―12．8―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．6―50．4―1：02．8―1：15．7―1：28．5―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンマヴロス �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2020．10．17 東京9着

2018．4．25生 牡4鹿 母 ウエスタンダンサー 母母 ウエスタンローズ 12戦1勝 賞金 19，400，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走状況〕 ランスルー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
エアーレジーナ号は，発進不良〔出遅れ〕。



（4中山3）第5日 4月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

270，240，000円
26，660，000円
2，130，000円
35，090，000円
79，361，000円
5，137，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
784，013，700円
1，103，988，200円
284，653，600円
1，510，561，500円
647，405，100円
1，286，283，900円
2，402，683，700円
3，039，197，900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 11，058，787，600円

総入場人員 6，094名 （有料入場人員 5，842名）
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