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08061 4月10日 晴 良 （4中山3） 第6日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走9時55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

48 パ ウ オ レ 牝3栗 54 丸田 恭介 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 嘉藤 貴行 新冠 佐藤牧場 464－ 21：10．7 9．0�

36 ダイチヴィヴァン 牡3鹿 56
55 ☆秋山 稔樹服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 468± 01：11．87 4．1�

611 ティーライトニング 牡3鹿 56 津村 明秀天白 裕之氏 辻 哲英 新ひだか 飛野牧場 452－ 21：12．0� 2．8�
815 ミルトイグニス 牡3黒鹿56 石橋 脩永山 勝敏氏 武市 康男 浦河 赤田牧場 B510＋ 41：12．63� 6．7�
24 ラブミードゥ 牝3栗 54 柴田 大知上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 436－ 41：13．13 10．3�
713 キタサンドライバー 牡3鹿 56 武士沢友治	大野商事 小笠 倫弘 日高 ヤナガワ牧場 510＋ 61：13．2� 22．1

23 シゲルアライグマ 牡3栗 56

54 △永野 猛蔵森中 蕃氏 浅野洋一郎 新冠 中央牧場 502 ―1：13．94 75．3�
59 キタノラズベリ 牝3栃栗54 丸山 元気北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 田中 裕之 438－ 61：14．0� 110．7�
35 カペラスター 牡3鹿 56 丹内 祐次永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 4 〃 クビ 54．1
714 キョウエイラー �3鹿 56 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 476－101：14．1クビ 158．8�
47 テ ス テ ッ ソ 牡3鹿 56 松岡 正海	ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B428－ 4 〃 ハナ 92．5�
12 ディエルメス 牡3鹿 56 内田 博幸 	キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 470－ 6 〃 クビ 7．2�
816 ミストーザイ 牝3鹿 54 横山 和生村田 哲朗氏 勢司 和浩 浦河 王蔵牧場 430－141：14．3� 31．2�
510 ディバインシチー 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 444± 01：14．61� 181．9�
612 リンガスパイロ 牡3黒鹿56 石川裕紀人伊藤 巖氏 稲垣 幸雄 日高 株式会社

ケイズ 520＋ 21：14．92 75．0�
11 シ ュ レ ム 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478± 01：16．510 116．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，481，400円 複勝： 58，200，400円 枠連： 14，167，500円
馬連： 80，660，700円 馬単： 32，881，400円 ワイド： 69，228，000円
3連複： 127，747，000円 3連単： 132，204，300円 計： 549，570，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 260円 � 140円 � 110円 枠 連（3－4） 2，080円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 820円 �� 570円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 14，090円

票 数

単勝票数 計 344814 的中 � 30452（5番人気）
複勝票数 計 582004 的中 � 36161（6番人気）� 111915（2番人気）� 182085（1番人気）
枠連票数 計 141675 的中 （3－4） 5270（9番人気）
馬連票数 計 806607 的中 �� 26438（9番人気）
馬単票数 計 328814 的中 �� 5079（18番人気）
ワイド票数 計 692280 的中 �� 18937（9番人気）�� 28418（7番人気）�� 93551（1番人気）
3連複票数 計1277470 的中 ��� 54210（4番人気）
3連単票数 計1322043 的中 ��� 6798（33番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．3―12．2―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．9―46．1―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パ ウ オ レ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Hard Spun デビュー 2021．11．7 阪神9着

2019．3．2生 牝3栗 母 エイシンピカデリー 母母 Lady’s Laughter 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔その他〕 リンガスパイロ号は，発走後まもなく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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュレム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月10日まで平地競走に出

走できない。
※キタノラズベリ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

08062 4月10日 晴 良 （4中山3） 第6日 第2競走 ��1，800�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 5，200，000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

47 ラ イ リ ッ ズ 牡3栗 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 480± 01：56．4 2．6�
510 サパテアール 牡3青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 桑田フアーム B514＋ 21：56．71� 3．4�
611 アーバンデザイン 牡3栗 56 丹内 祐次 �社台レースホース和田 雄二 千歳 社台ファーム B514－ 6 〃 クビ 7．6�
815 ア ス リ エ ル 牡3栗 56

54 △永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 奥村 武 日高 シンボリ牧場 462－ 61：57．01� 22．6�

11 ドリームビリーバー 牡3鹿 56 横山 和生平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 456－ 21：57．1� 6．1	
24 イロコイザタ 牝3鹿 54 太宰 啓介内田 玄祥氏 牧田 和弥 平取 びらとり牧場 460－ 6 〃 アタマ 126．4

714 サトノクラージュ 牡3栗 56 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 504＋ 21：57．2クビ 54．5�
48 サバンナキャット 牡3鹿 56 三浦 皇成石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 浜本牧場 536± 01：57．3� 24．1�
36 ロードオブシャドウ 牡3鹿 56 西村 淳也飯塚 知一氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 516 ―1：58．25 11．7
12 サンブルーミントン 牡3黒鹿56 松岡 正海 �加藤ステーブル 深山 雅史 日高 株式会社

ケイズ 440－ 41：58．4� 271．0�
612 テンオーケオー 牡3栗 56

53 ▲横山 琉人天白 泰司氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 534＋ 41：58．5� 67．3�
713 グロリアスヒーロー 牡3栗 56 菅原 明良 �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 506＋ 21：59．13� 22．4�
35 ヒーローオブチグサ 牡3芦 56 木幡 巧也芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 B484－ 2 〃 クビ 84．8�
59 トウショウブレイド 牡3青 56

53 ▲小林 凌大トウショウ産業� 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 470 ―2：00．05 266．9�
23 ヤマニンラベンサラ 牝3黒鹿54 伊藤 工真土井 肇氏 池上 昌和 浦河 廣田 光夫 434－ 62：01．49 460．4�
816 ビップシャルマン 牝3芦 54

51 ▲小林 脩斗鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 高野牧場 430－ 42：01．72 121．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，339，900円 複勝： 64，612，900円 枠連： 14，368，500円
馬連： 76，666，000円 馬単： 35，969，100円 ワイド： 68，810，700円
3連複： 120，313，500円 3連単： 144，012，900円 計： 568，093，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 130円 � 190円 枠 連（4－5） 460円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 210円 �� 400円 �� 410円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 3，790円

票 数

単勝票数 計 433399 的中 � 132092（1番人気）
複勝票数 計 646129 的中 � 202833（1番人気）� 128067（2番人気）� 59387（4番人気）
枠連票数 計 143685 的中 （4－5） 24206（1番人気）
馬連票数 計 766660 的中 �� 126601（1番人気）
馬単票数 計 359691 的中 �� 35592（1番人気）
ワイド票数 計 688107 的中 �� 95682（1番人気）�� 40642（4番人気）�� 39406（5番人気）
3連複票数 計1203135 的中 ��� 96609（2番人気）
3連単票数 計1440129 的中 ��� 27510（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．4―13．2―12．5―12．4―13．5―13．8―14．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．2―49．4―1：01．9―1：14．3―1：27．8―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．5―3F42．1
1
3

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

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

ラ イ リ ッ ズ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2021．9．20 中山5着

2019．5．16生 牡3栗 母 ヒストリックスター 母母 ベ ガ 4戦1勝 賞金 7，980，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビップシャルマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月10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 ブルーバレル号

第３回 中山競馬 第６日



08063 4月10日 晴 良 （4中山3） 第6日 第3競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時55分 （芝・右・外）

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
1：30．3
1：30．3

良
良

48 サトノレーヴ 牡3鹿 56 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 日高 白井牧場 534 ―1：34．6 2．0�
714 イ ワ ク ニ 牡3鹿 56 菅原 明良清水 義德氏 宗像 義忠 新冠 オリエント牧場 470－ 21：34．7� 5．9�
815 コズミックフロスト 牝3鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 21：34．91 9．4�
510 コ ネ イ ブ ル 牝3鹿 54 田辺 裕信�テシオ 矢野 英一 浦河 大道牧場 450＋ 61：35．01 25．4�
713 ミ ラ モ ン テ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗西 浩明氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 450－ 2 〃 ハナ 52．6	
12 ランプロティタ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 468± 01：35．31� 6．2

36 ミュステーリオン 牝3栗 54

52 △永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 伊坂 重信 新冠 ビッグレッドファーム 460± 0 〃 ハナ 16．1�
23 マイネルカグラ 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人 �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 B494＋ 8 〃 クビ 10．1�

59 マ エ マ エ 牝3黒鹿54 西村 淳也 �ニッシンホール
ディングス 久保田貴士 新ひだか チャンピオンズファーム 434± 01：35．61� 19．9

612� ブ ラ カ ー 牡3栗 56 斎藤 新ゴドルフィン 加藤 征弘 愛 J. S. Bolger 456＋ 81：35．7クビ 67．5�
47 エ ル イ エ ロ 牡3栗 56 松岡 正海小谷津延弘氏 畠山 吉宏 新ひだか 谷岡牧場 458± 01：36．44 151．7�
611 デルマワルキューレ 牝3芦 54 石川裕紀人浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 410＋ 4 〃 ハナ 254．0�
35 ヒメカミノカゼ 牝3鹿 54 菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 474 ―1：36．61� 103．3�
11 ラルスフェイス 牝3青鹿54 杉原 誠人 STレーシング 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 444 ―1：37．24 245．9�
24 デルマサラマンダー 牡3栗 56 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 478 ―1：37．83� 281．3�
816 ニルヴァーナ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �Gリビエール・

レーシング 高木 登 浦河 大北牧場 464 ―1：38．22� 50．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，076，300円 複勝： 68，130，000円 枠連： 14，883，600円
馬連： 76，533，400円 馬単： 34，857，500円 ワイド： 71，535，100円
3連複： 113，516，900円 3連単： 127，402，700円 計： 552，935，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 150円 � 200円 枠 連（4－7） 730円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 380円 �� 510円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 5，010円

票 数

単勝票数 計 460763 的中 � 178758（1番人気）
複勝票数 計 681300 的中 � 160315（1番人気）� 120165（2番人気）� 72224（4番人気）
枠連票数 計 148836 的中 （4－7） 15711（1番人気）
馬連票数 計 765334 的中 �� 73324（1番人気）
馬単票数 計 348575 的中 �� 23729（2番人気）
ワイド票数 計 715351 的中 �� 49375（1番人気）�� 35420（4番人気）�� 35043（5番人気）
3連複票数 計1135169 的中 ��� 47724（2番人気）
3連単票数 計1274027 的中 ��� 18414（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．4―47．2―59．1―1：10．9―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノレーヴ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2019．3．22生 牡3鹿 母 チリエージェ 母母 メガミゲラン 1戦1勝 賞金 5，200，000円
〔騎手変更〕 ミュステーリオン号の騎手小林凌大は，検査のため永野猛蔵に変更。
〔制裁〕 イワクニ号の騎手菅原明良は，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100，000円。（被害馬：15番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ウインソフィー号・カナラクリーク号・キーファクター号・クインズステラ号・ダイメイミライ号

08064 4月10日 晴 良 （4中山3） 第6日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

59 ゴールデンアワー 牝3鹿 54 横山 和生藤本 栄史氏 加藤士津八 新ひだか 広田牧場 486－ 42：01．5 3．6�
612 ハイエスティーム 牝3黒鹿54 �島 克駿 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 426－ 42：02．03 15．3�
715 ジ ャ ス コ 牝3鹿 54 田辺 裕信大和屋 暁氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 454± 02：02．21 94．4�
36 ヴァルドマルヌ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介村野 康司氏 大和田 成 日高 下河辺牧場 408－ 2 〃 アタマ 79．7�
713 ダノンアマレット 牝3鹿 54 菅原 明良�ダノックス 萩原 清 安平 追分ファーム 454－ 42：02．41� 1．7	
818 キセキノエンジェル 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 飛野牧場 446－102：02．5クビ 10．1

11 ベアビリーブ 牝3青 54 木幡 巧也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋10 〃 クビ 104．4�
47 ポップコーントーン 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木慎太郎 新冠 ビッグレッドファーム 392－ 42：02．6クビ 158．1�
24 ウィズザタイムズ 牝3栗 54 西村 淳也 �グリーンファーム竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 450－122：02．7� 32．7
510 ソフィーズチョイス 牝3青鹿54 大野 拓弥 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム 416± 02：02．8� 16．4�
714 グラジオラス 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 446＋ 82：03．01� 119．2�

35 ルージュノブレス 牝3鹿 54 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 浦河 杵臼牧場 438± 02：03．1� 22．6�
816 フォーユーランラン 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹村田 滋氏 粕谷 昌央 日高 奥山 博 430－ 42：03．2� 286．1�
817 ジャスミンカーラ 牝3黒鹿54 津村 明秀 �シルクレーシング 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 428＋ 62：03．3� 38．4�
48 ヨドノフローラ 牝3栗 54 江田 照男海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 408 ―2：03．4クビ 84．6�
611 ヒ イ ア カ 牝3鹿 54

52 △山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 432－ 62：03．82� 334．0�

12 マ カ イ レ イ 牝3鹿 54 嶋田 純次河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 414－142：04．32� 321．4�
23 マ ア イ ノ マ 牝3鹿 54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 アサヒ牧場 470＋122：04．51� 320．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 48，143，300円 複勝： 102，178，400円 枠連： 19，988，500円
馬連： 76，375，000円 馬単： 46，466，500円 ワイド： 73，161，700円
3連複： 119，890，700円 3連単： 176，617，500円 計： 662，821，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 240円 � 710円 � 2，680円 枠 連（5－6） 2，370円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 4，780円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 4，220円 �� 12，590円

3 連 複 ��� 66，500円 3 連 単 ��� 232，810円

票 数

単勝票数 計 481433 的中 � 104447（2番人気）
複勝票数 計1021784 的中 � 133751（2番人気）� 35654（6番人気）� 8653（11番人気）
枠連票数 計 199885 的中 （5－6） 6531（7番人気）
馬連票数 計 763750 的中 �� 20081（9番人気）
馬単票数 計 464665 的中 �� 7277（15番人気）
ワイド票数 計 731617 的中 �� 18742（11番人気）�� 4402（33番人気）�� 1459（60番人気）
3連複票数 計1198907 的中 ��� 1352（110番人気）
3連単票数 計1766175 的中 ��� 550（398番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―36．3―49．1―1：02．0―1：14．0―1：25．6―1：37．4―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．9
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴールデンアワー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2021．9．20 中山3着

2019．4．23生 牝3鹿 母 ワキノドライバー 母母 カツラドライバー 5戦1勝 賞金 10，400，000円



08065 4月10日 晴 良 （4中山3） 第6日 第5競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走12時15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
1：08．5
1：08．5

重
重

714 ウラカワノキセキ 牝3鹿 54 津村 明秀ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 452－ 41：11．7 3．6�
23 ミンナノユメミノル 牡3栗 56 田辺 裕信矢野 琢也氏 天間 昭一 新ひだか 橋本牧場 486－ 21：12．65 3．9�
612 ベアグッジョブ 牡3鹿 56 木幡 巧也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 492± 01：12．7� 37．8�
510 アメトリーチェ 牝3栗 54 菅原 明良 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド 462－ 6 〃 クビ 14．7�
815 カ リ ュ ウ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗林 弘之氏 田島 俊明 新ひだか 松田牧場 420－ 21：12．8クビ 18．4�
24 セイウンハルカニ 牡3青鹿56 丸山 元気西山 茂行氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 464－ 21：13．11� 5．8	
11 ザ ア ト ム 牡3黒鹿56 西村 淳也廣崎利洋HD� 田島 俊明 日高 天羽 禮治 480－ 6 〃 ハナ 15．4

59 トーアスカーレット 牝3栗 54 菊沢 一樹高山ランド� 勢司 和浩 豊浦トーア牧場 472＋ 6 〃 クビ 40．2�
12 ア カ ザ 牝3鹿 54 宮崎 北斗鈴木 康弘氏 伊坂 重信 むかわ 上水牧場 432＋ 2 〃 ハナ 73．9�
611 ライヴアメシスト 牝3鹿 54

51 ▲西塚 洸二澤田 孝之氏 黒岩 陽一 浦河 中村 雅明 410－ 41：13．2� 226．3
713 カブラヤジョウ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 448－ 21：13．3クビ 21．2�
47 モズジャックポット 牡3栗 56 岩田 康誠 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 前野牧場 470± 01：13．83 31．6�
35 プリーチトヤーン 牝3鹿 54 斎藤 新髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 460－ 41：14．12 14．5�
36 スマートプレジール 牝3鹿 54 石川裕紀人大川 徹氏 中村 直也 新ひだか 静内山田牧場 474＋ 21：15．37 112．9�
48 イールテソーロ 牝3鹿 54 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 加藤 和宏 熊本 本田 土寿 454－ 2 （競走中止） 84．3�
816 イチゴキネンビ 牡3鹿 56 田中 勝春合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 碧雲牧場 458－ 2 （競走中止） 7．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，571，300円 複勝： 75，154，900円 枠連： 23，441，400円
馬連： 93，538，800円 馬単： 37，561，300円 ワイド： 90，442，800円
3連複： 149，023，100円 3連単： 149，292，200円 計： 663，025，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 150円 � 560円 枠 連（2－7） 460円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 320円 �� 2，350円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 9，890円 3 連 単 ��� 32，110円

票 数

単勝票数 計 445713 的中 � 97184（1番人気）
複勝票数 計 751549 的中 � 147664（2番人気）� 151953（1番人気）� 23681（10番人気）
枠連票数 計 234414 的中 （2－7） 39493（1番人気）
馬連票数 計 935388 的中 �� 100572（1番人気）
馬単票数 計 375613 的中 �� 20380（1番人気）
ワイド票数 計 904428 的中 �� 83204（1番人気）�� 9094（32番人気）�� 10432（26番人気）
3連複票数 計1490231 的中 ��� 11297（30番人気）
3連単票数 計1492922 的中 ��� 3370（74番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．4―12．5―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．8―46．3―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウラカワノキセキ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．10．9 東京3着

2019．4．12生 牝3鹿 母 クイーンキセキ 母母 ダンスミュージカル 4戦2勝 賞金 14，400，000円
〔競走中止〕 イチゴキネンビ号は，3コーナーで，疾病を発症した「イールテソーロ」号の影響で，騎手がバランスをくずし落馬したため

競走中止。
イールテソーロ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 イカロス号・エムティゲラン号・クールライズ号・サカエショウ号・ナックドロップス号・ピカリエ号・

ペイシャカレン号

08066 4月10日 晴 良 （4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）

牝；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
1：44．9
1：43．8

良
良

89 サ ン カ ル パ 牝3黒鹿54 津村 明秀 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 474－ 41：46．6 2．5�
88 オーソレミオ 牝3青鹿54 横山 和生�タイヘイ牧場 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 438＋ 21：47．34 2．9�
44 スマートオリーブ 牝3鹿 54 田辺 裕信大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 472＋ 21：47．4� 12．8�
77 ゴールドエクリプス 牝3栗 54 菅原 明良居城 寿与氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 476－101：47．5� 3．8�
66 カ ラ ン セ 牝3鹿 54 伊藤 工真野田 努氏 金成 貴史 洞�湖 レイクヴィラファーム 462± 01：47．82 66．7	
22 ホノノディーヴァ 牝3鹿 54 内田 博幸鈴木 誠氏 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 61：48．22� 9．2

11 タガノフィナーレ 牝3黒鹿54 �島 克駿八木 良司氏 中村 直也 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492＋ 21：48．62� 24．7�
33 トーホウダブリン 牝3栗 54 川島 信二東豊物産� 新谷 功一 浦河 有限会社

吉田ファーム 442＋ 41：49．02� 132．6�
55 パ ン ケ ー キ 牝3青 54 木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 坂元 芳春 410－ 61：50．17 229．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 52，050，600円 複勝： 58，171，400円 枠連： 14，205，400円
馬連： 68，907，300円 馬単： 40，479，800円 ワイド： 55，428，700円
3連複： 97，922，200円 3連単： 199，226，400円 計： 586，391，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 210円 枠 連（8－8） 280円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 150円 �� 450円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 3，000円

票 数

単勝票数 計 520506 的中 � 164741（1番人気）
複勝票数 計 581714 的中 � 214779（1番人気）� 139527（2番人気）� 36935（5番人気）
枠連票数 計 142054 的中 （8－8） 39162（1番人気）
馬連票数 計 689073 的中 �� 174772（1番人気）
馬単票数 計 404798 的中 �� 55933（1番人気）
ワイド票数 計 554287 的中 �� 123712（1番人気）�� 26142（7番人気）�� 26842（6番人気）
3連複票数 計 979222 的中 ��� 63645（3番人気）
3連単票数 計1992264 的中 ��� 48090（8番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―11．5―11．8―11．6―11．7―11．5―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―36．0―47．8―59．4―1：11．1―1：22．6―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サ ン カ ル パ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Grand Slam デビュー 2021．7．17 福島6着

2019．2．7生 牝3黒鹿 母 ハイドバウンド 母母 Hidden Dreams 5戦2勝 賞金 16，754，000円
※トーホウダブリン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



08067 4月10日 晴 良 （4中山3） 第6日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時15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

711 セイウンロミオ 牡4鹿 57 大野 拓弥西山 茂行氏 田村 康仁 浦河 �川 啓一 530－ 41：54．3 13．8�
22 ハイエストエンド �5栗 57 丸山 元気�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 506± 0 〃 ハナ 1．7�
68 ロイヤルダンス 牡4青鹿 57

56 ☆秋山 稔樹上野 直樹氏 清水 英克 新冠 山岡ファーム 500－ 61：54．61� 7．1�
812� ビヨンドザシーン 牡4黒鹿57 斎藤 新�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 468＋ 61：54．81 5．0�
44 � ヌ ン カ プ ト 牡5鹿 57 菊沢 一樹ヌンクラブ� 堀内 岳志 浦河 不二牧場 454＋ 2 〃 ハナ 110．9	
710 ジンフラッシュ 牡5青鹿57 田中 勝春長谷川清英氏 小野 次郎 浦河 上山牧場 506－ 21：54．91 26．0

57 キアヌマウナ 牝4鹿 55 黛 弘人�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 498＋ 61：55．11 24．0�
69 セイウンオードリー 牡4鹿 57 江田 照男西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 510± 01：55．84 36．7�
33 タスマンハイウェイ �4黒鹿57 岩田 康誠吉田 勝己氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム B526－121：55．9クビ 17．2
813 ビービーレガロ �5鹿 57 嶋田 純次�坂東牧場 戸田 博文 日高 ファーミングヤナキタ 522＋ 21：56．32� 56．6�
56 � ココリジャスミン 牝6栗 55

52 ▲小林 脩斗美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 B482± 01：56．51 92．7�
45 シュバルツイェガー 牡5黒鹿57 菅原 明良西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 476± 01：57．35 13．1�
11 マ ル ス 牡4青鹿57 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 石郷岡 五月 448± 02：00．8大差 342．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 50，215，600円 複勝： 86，896，600円 枠連： 17，486，800円
馬連： 78，203，800円 馬単： 45，582，700円 ワイド： 77，320，500円
3連複： 128，866，300円 3連単： 191，113，400円 計： 675，685，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 230円 � 110円 � 200円 枠 連（2－7） 570円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，160円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 25，130円

票 数

単勝票数 計 502156 的中 � 28936（5番人気）
複勝票数 計 868966 的中 � 54732（4番人気）� 416552（1番人気）� 71706（3番人気）
枠連票数 計 174868 的中 （2－7） 23717（2番人気）
馬連票数 計 782038 的中 �� 57254（3番人気）
馬単票数 計 455827 的中 �� 9223（13番人気）
ワイド票数 計 773205 的中 �� 41098（3番人気）�� 15442（15番人気）�� 65958（2番人気）
3連複票数 計1288663 的中 ��� 43173（5番人気）
3連単票数 計1911134 的中 ��� 5512（72番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．8―13．0―12．3―12．5―13．0―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．4―50．4―1：02．7―1：15．2―1：28．2―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイウンロミオ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2020．7．5 福島9着

2018．4．12生 牡4鹿 母 ラブジュリエット 母母 ホッコーオウカ 17戦2勝 賞金 18，600，000円
〔制裁〕 キアヌマウナ号の騎手黛弘人は，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：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月10日まで平地競走に出走

できない。

08068 4月10日 晴 良 （4中山3） 第6日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・右）

牝；負担重量は，55�
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
1：08．5
1：08．5

重
重

815 スイートカルデア 牝4鹿 55
52 ▲佐々木大輔�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 474－ 21：11．7 2．9�

35 レ コ レ ー タ 牝4栗 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－101：11．91� 4．6�

713� クローリスノキセキ 牝4鹿 55 江田 照男嶋田 賢氏 西田雄一郎 新ひだか 岡田牧場 450± 01：12．0クビ 15．8�
12 シーオブドリームス 牝4青鹿55 津村 明秀�大樹ファーム 矢野 英一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 480＋ 41：12．21� 51．7�
23 � シーロンシャン 牝4黒鹿55 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム 482－111：12．3� 8．1	
611 キ ラ メ キ 牝4栗 55

52 ▲横山 琉人大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社
大原ファーム 492± 01：12．5� 22．4


48 グ リ モ リ オ 牝4鹿 55 岩田 康誠吉田 勝己氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 512＋ 6 〃 ハナ 5．6�
714 スリーマイトコーズ 牝4栗 55 丸山 元気永井商事� 田中 剛 浦河 村中牧場 450－ 21：12．71 10．2�
11 サンランシング 牝4青鹿55 松岡 正海 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社

ケイズ B470－ 4 〃 ハナ 314．0
612 ノーブルハーバー 牝4鹿 55 三浦 皇成吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 日高 スウィング

フィールド牧場 462± 01：12．81 35．2�
59 キャンディキューブ 牝4黒鹿55 菅原 明良原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 462－ 21：12．9� 47．6�
47 � ディープブルーム 牝5鹿 55

53 △永野 猛蔵菰田 寛子氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 482＋ 61：13．32� 244．8�

816 ララサンスフル 牝4黒鹿 55
54 ☆秋山 稔樹フジイ興産� 大竹 正博 新ひだか グランド牧場 492－ 41：13．51� 13．6�

（法942）

24 トーセンアルル 牝4栗 55 	島 克駿島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 492－121：13．71� 82．1�

36 キャンディフロス 牝5芦 55 野中悠太郎 �シルクレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム B486－12 〃 アタマ 40．7�
510� デルマアンバリッド 牝6鹿 55 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 494± 01：14．97 494．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，570，000円 複勝： 79，999，500円 枠連： 23，479，700円
馬連： 110，720，400円 馬単： 40，579，400円 ワイド： 98，426，900円
3連複： 170，220，900円 3連単： 173，091，700円 計： 753，088，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 140円 � 290円 枠 連（3－8） 710円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 390円 �� 890円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 10，060円

票 数

単勝票数 計 565700 的中 � 155460（1番人気）
複勝票数 計 799995 的中 � 160731（2番人気）� 167830（1番人気）� 53003（6番人気）
枠連票数 計 234797 的中 （3－8） 25274（1番人気）
馬連票数 計1107204 的中 �� 102072（1番人気）
馬単票数 計 405794 的中 �� 20564（1番人気）
ワイド票数 計 984269 的中 �� 70181（1番人気）�� 26901（10番人気）�� 32156（6番人気）
3連複票数 計1702209 的中 ��� 48765（3番人気）
3連単票数 計1730917 的中 ��� 12472（11番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―12．4―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―46．6―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイートカルデア �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 スクワートルスクワート デビュー 2021．4．25 新潟14着

2018．5．6生 牝4鹿 母 リボンノキシ 母母 マジックリボン 9戦2勝 賞金 20，730，000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） 1頭 アテンフェアリー号
（非抽選馬） 2頭 タマダイヤモンド号・ペリトモレノ号



08069 4月10日 晴 良 （4中山3） 第6日 第9競走 ��
��2，000�

か の う ざ ん

鹿 野 山 特 別
発走14時15分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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

811 ゾ ン ニ ッ ヒ 牡4鹿 57 菅原 明良金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 平取 坂東牧場 460－ 61：59．2 3．7�

812 モーソンピーク 牡5青鹿57 石川裕紀人 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500－18 〃 アタマ 3．4�
55 ワンデイモア 牡4黒鹿57 田辺 裕信江馬 由将氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 540＋101：59．73 5．5�
11 ア ナ ゴ サ ン 牡4栗 57 津村 明秀内田 玄祥氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 466－ 41：59．8クビ 3．3�
44 	 リリーブライト 牡4鹿 57 内田 博幸 �グリーンファーム西田雄一郎 千歳 社台ファーム 476＋ 22：00．22
 8．5	
710 マイネルステレール 牡6鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム B486－ 22：00．62
 68．8

67 インペリアルフィズ 牡8栗 57 大野 拓弥 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B478± 02：00．81� 186．1�
33 ニシノアジャスト 牡4青鹿57 勝浦 正樹西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B530－ 82：00．9クビ 98．3�
79 	 ブラックデビル �7鹿 57 永野 猛蔵岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 472± 0 〃 クビ 225．0
68 ウインアルカンナ 牝5黒鹿55 黛 弘人�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 478－ 42：01．11
 29．5�
22 ナックイルシーブ 牡4芦 57 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－ 42：01．2クビ 54．5�
56 コスモスタック 牡5黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木慎太郎 新ひだか 稲葉牧場 472＋ 42：01．62
 91．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，639，600円 複勝： 64，816，200円 枠連： 21，630，800円
馬連： 108，850，800円 馬単： 48，289，500円 ワイド： 81，260，200円
3連複： 157，186，600円 3連単： 220，285，800円 計： 756，959，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 130円 � 150円 枠 連（8－8） 650円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 290円 �� 360円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 5，720円

票 数

単勝票数 計 546396 的中 � 116544（3番人気）
複勝票数 計 648162 的中 � 100746（3番人気）� 150535（1番人気）� 99646（4番人気）
枠連票数 計 216308 的中 （8－8） 25718（3番人気）
馬連票数 計1088508 的中 �� 125722（3番人気）
馬単票数 計 482895 的中 �� 28472（5番人気）
ワイド票数 計 812602 的中 �� 74819（3番人気）�� 56379（6番人気）�� 62403（5番人気）
3連複票数 計1571866 的中 ��� 96090（4番人気）
3連単票数 計2202858 的中 ��� 27889（17番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―12．0―12．4―12．8―12．2―12．0―11．7―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．1―35．1―47．5―1：00．3―1：12．5―1：24．5―1：36．2―1：47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．7
1
3
・（8，6）－12，1，2（4，11）10，9，5，3－7・（8，6）（1，12）（10，2，11）4，9，5，3，7

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

勝馬の
紹 介

ゾ ン ニ ッ ヒ �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．4．25 阪神6着

2018．4．12生 牡4鹿 母 エンドレスノット 母母 ウィキウィキ 9戦3勝 賞金 34，384，000円
〔騎手変更〕 ブラックデビル号の騎手小林凌大は，負傷のため永野猛蔵に変更。

08070 4月10日 晴 良 （4中山3） 第6日 第10競走 ��
��1，800�

う づ き

卯月ステークス
発走14時50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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

713 ウィリアムバローズ 牡4鹿 56 三浦 皇成猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 中原牧場 486＋ 21：51．6 1．6�
816 ロードエクレール 牡4鹿 56 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 浦河 大柳ファーム 470－ 41：52．23	 47．7�
714 デュアライズ 牡6黒鹿56 菅原 明良高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 454－ 41：52．3	 16．0�
59 ゲンパチルシファー 牡6鹿 56 川島 信二平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 524－ 4 〃 ハナ 9．7�
612 リッターシュラーク 牡5黒鹿56 宮崎 北斗西森 功氏 中川 公成 新冠 オリエント牧場 520＋121：52．4	 32．5�
12 ホウオウルバン 牡4黒鹿56 内田 博幸小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド B520－ 21：52．51 4．9	
48 ロードリバーサル 牡6鹿 56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 496＋ 41：52．6アタマ 55．3

35 マ リ オ 牡7鹿 56 菊沢 一樹サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 504＋ 21：52．81	 93．6�
23 
 アメリカンフェイス 牡5栗 56 丹内 祐次 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 George

Krikorian 498＋ 6 〃 クビ 28．2�
36 ホウオウスクラム 牡7栗 56 横山 和生小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 534－ 61：52．9クビ 154．5
815 テンザワールド 牡8栗 56 斎藤 新天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B436－10 〃 クビ 168．1�
47 キタノヴィジョン 牡5鹿 56 田辺 裕信北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 北星村田牧場 492－ 41：53．0クビ 15．3�
611 ダイメイコリーダ 牡5栗 56 西村 淳也宮本 昇氏 森田 直行 日高 出口牧場 510－26 〃 クビ 100．3�
24 メイショウドヒョウ 牡5栗 56 太宰 啓介松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 498－ 6 〃 ハナ 12．7�
11 マイネルユキツバキ 牡7鹿 59 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 534－ 21：53．31� 231．1�
510 ロジペルレスト �7栗 56 丸山 元気久米田正明氏 大竹 正博 新冠 須崎牧場 516－ 21：54．78 113．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 80，262，900円 複勝： 124，441，400円 枠連： 35，422，800円
馬連： 177，650，500円 馬単： 86，014，100円 ワイド： 141，417，600円
3連複： 279，327，800円 3連単： 387，286，800円 計： 1，311，823，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 910円 � 320円 枠 連（7－8） 2，580円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 5，220円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 560円 �� 5，600円

3 連 複 ��� 12，920円 3 連 単 ��� 43，250円

票 数

単勝票数 計 802629 的中 � 378325（1番人気）
複勝票数 計1244414 的中 � 516208（1番人気）� 20357（10番人気）� 68715（6番人気）
枠連票数 計 354228 的中 （7－8） 10606（10番人気）
馬連票数 計1776505 的中 �� 32052（13番人気）
馬単票数 計 860141 的中 �� 12350（17番人気）
ワイド票数 計1414176 的中 �� 25967（14番人気）�� 69492（5番人気）�� 6137（40番人気）
3連複票数 計2793278 的中 ��� 16207（36番人気）
3連単票数 計3872868 的中 ��� 6492（113番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．1―48．7―1：01．0―1：13．5―1：26．2―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウィリアムバローズ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．5．30 中京7着

2018．2．17生 牡4鹿 母 ダイアナバローズ 母母 チッキーズディスコ 10戦5勝 賞金 75，250，000円
〔騎手変更〕 マリオ号の騎手島克駿は，第5競走での負傷のため菊沢一樹に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ウインアグライア号・ケイティクレバー号・ニューモニュメント号・プレスティージオ号・マサハヤニース号・

ミヤジコクオウ号

２レース目



08071 4月10日 晴 良 （4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，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 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
1：06．0

良
良

59 ヴェントヴォーチェ 牡5鹿 55 西村 淳也エデンアソシエーション 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 518± 01：06．8 4．7�
713 タイセイビジョン 牡5栗 57 菅原 明良田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 476－ 61：07．33 4．8�
35 シャンデリアムーン 牝6鹿 52 斎藤 新鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 468＋ 6 〃 クビ 9．8�
47 タイセイアベニール 牡7鹿 56 三浦 皇成田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 B492－161：07．51� 7．5�
714 ライオンボス 牡7栗 57 田辺 裕信�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 544－10 〃 ハナ 33．3�
36 カイザーメランジェ 牡7鹿 55 津村 明秀友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 490± 0 〃 クビ 30．5	
611 ルッジェーロ �7黒鹿55 横山 和生村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B512－ 81：07．6クビ 12．6

510 フ レ ッ チ ア 牡7青鹿54 岩田 康誠�橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 490－ 61：07．7	 15．9�
11 ザイツィンガー 牡6芦 54 松岡 正海永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 432－ 4 〃 アタマ 29．0
23 ラヴィングアンサー 牡8鹿 57 石橋 脩江口雄一郎氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 506＋ 2 〃 ハナ 22．8�
48 トップオブメジャー 牡6栗 54 大野 拓弥 DMMドリームクラブ� 辻野 泰之 千歳 社台ファーム B494－ 2 〃 クビ 6．1�
815 ハッピーアワー 牡6鹿 53 長岡 禎仁髙嶋 祐子氏 杉山 佳明 浦河 有限会社

吉田ファーム 454＋ 41：07．9
 51．6�
612 ジュニパーベリー 牝5鹿 53 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B484＋16 〃 クビ 19．9�
12 アルピニズム 牡5鹿 55 永野 猛蔵吉田 照哉氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 500－ 21：08．11 16．8�
24 シセイヒテン 牡7青 54 丸山 元気猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 462± 0 〃 	 71．9�
816 コロラトゥーレ 牝8鹿 51 原 優介廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 476－101：08．31 76．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 103，397，200円 複勝： 141，253，800円 枠連： 70，556，000円
馬連： 321，742，600円 馬単： 111，841，100円 ワイド： 225，705，600円
3連複： 554，444，000円 3連単： 563，961，300円 計： 2，092，901，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 210円 � 180円 � 250円 枠 連（5－7） 1，020円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，380円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 7，810円 3 連 単 ��� 35，550円

票 数

単勝票数 計1033972 的中 � 175272（1番人気）
複勝票数 計1412538 的中 � 179161（2番人気）� 217177（1番人気）� 134996（5番人気）
枠連票数 計 705560 的中 （5－7） 53542（3番人気）
馬連票数 計3217426 的中 �� 183009（2番人気）
馬単票数 計1118411 的中 �� 32110（3番人気）
ワイド票数 計2257056 的中 �� 97933（2番人気）�� 41180（12番人気）�� 36775（16番人気）
3連複票数 計5544440 的中 ��� 53211（17番人気）
3連単票数 計5639613 的中 ��� 11499（72番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―10．7―11．2―11．3―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．2―44．4―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．3―3F33．6
3 ・（5，14）10（2，9，12）－（6，7，8）－1，13（3，15，16）－（4，11） 4 5，14（10，12）（2，9）（6，7，8）1，13（3，15）4（11，16）

勝馬の
紹 介

ヴェントヴォーチェ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 Distant View デビュー 2020．1．26 小倉1着

2017．4．20生 牡5鹿 母 ランウェイスナップ 母母 クリアーパス 9戦5勝 賞金 90，351，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の38頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ビリーバー号
（非抽選馬）37頭 アシャカトブ号・アスコルターレ号・アスタールビー号・アドマイヤルプス号・アンティシペイト号・

イモータルスモーク号・ウインイクシード号・エングレーバー号・グルーヴィット号・クロパラントゥ号・
コラルノクターン号・ゴーフォザサミット号・サヴァ号・サンダーブリッツ号・シャイニーブランコ号・
ショウナンアニメ号・ダノンマジェスティ号・ダブルシャープ号・タマモメイトウ号・ディアマンミノル号・
ドリュウ号・ニュートンテソーロ号・ノンライセンス号・ハコダテブショウ号・ハーメティキスト号・
ビップウインク号・ボイラーハウス号・マイラプソディ号・マリアズハート号・メイショウケイメイ号・
メイショウミモザ号・モントライゼ号・ヤマカツマーメイド号・ランスオブプラーナ号・リンゴアメ号・
レインボーフラッグ号・ロードエース号

08072 4月10日 晴 良 （4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）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

611 リワードマレンゴ 牡4芦 57 三浦 皇成宮崎忠比古氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 472± 01：11．9 4．5�
24 ロードミッドナイト 牡4黒鹿57 内田 博幸 �ロードホースクラブ 田中 博康 新冠 樋渡 志尚 530－ 4 〃 クビ 15．0�
816 ダイシンウィット 牡5栗 57 岩田 康誠大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 B504± 01：12．0� 11．2�
714 デルマカミカゼ 牡7黒鹿57 田中 勝春浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 ファニーヒルファーム 462＋ 41：12．1クビ 18．1�
713 ピ ナ ク ル ズ �9黒鹿 57

54 ▲横山 琉人ライオンレースホース� 加藤 和宏 むかわ 真壁 信一 506－ 81：12．31� 57．7�
36 スエーニョブランコ 牝5芦 55 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 496－ 2 〃 アタマ 19．3	
815 セルフメイド 牡4栗 57 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 赤田牧場 496－ 4 〃 アタマ 19．9

12 デルマクリスタル 牝5青鹿 55

52 ▲原 優介浅沼 廣幸氏 堀内 岳志 日高 ファニーヒルファーム 468＋ 21：12．51� 79．2�
510 タケルラスティ 牡5栗 57 石川裕紀人森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 2 〃 ハナ 3．0�
612 ウキウキホリデー 牝4芦 55

53 △永野 猛蔵 ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 シンカンファーム 474＋ 41：12．6クビ 8．7�
47 レジリエンスブルー 牡5黒鹿57 丸田 恭介 �YGGホースクラブ 松山 将樹 日高 高山 博 474－ 61：13．13 122．8�
23 コ コ ラ 牝5黒鹿 55

52 ▲小林 脩斗田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 474＋ 21：13．42 139．5�
48 エバーサニーハート 牡4黒鹿57 石橋 脩堀口 晴男氏 小手川 準 浦河 市川牧場 490－141：13．5� 13．9�
35 フォックススリープ 牡4鹿 57 菅原 明良石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ラツキー牧場 B484－ 41：13．6� 7．6�
59 オンリーワンボーイ 牡5青鹿57 斎藤 新金山 克己氏 斎藤 誠 新冠 ムラカミファーム B464± 01：13．81 50．3�
11 	 チェルシーライオン �6黒鹿57 丹内 祐次ライオンレースホース� 石毛 善彦 米 Spendthrift

Farm LLC 488＋ 41：13．9
 122．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 98，579，500円 複勝： 133，956，800円 枠連： 52，411，100円
馬連： 234，792，200円 馬単： 87，920，300円 ワイド： 187，963，200円
3連複： 372，057，200円 3連単： 412，452，000円 計： 1，580，132，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 390円 � 320円 枠 連（2－6） 2，470円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 5，090円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 950円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 10，970円 3 連 単 ��� 57，540円

票 数

単勝票数 計 985795 的中 � 172657（2番人気）
複勝票数 計1339568 的中 � 233579（2番人気）� 78047（7番人気）� 99302（4番人気）
枠連票数 計 524111 的中 （2－6） 16423（11番人気）
馬連票数 計2347922 的中 �� 52386（14番人気）
馬単票数 計 879203 的中 �� 12948（16番人気）
ワイド票数 計1879632 的中 �� 47527（11番人気）�� 51655（7番人気）�� 20099（29番人気）
3連複票数 計3720572 的中 ��� 25429（35番人気）
3連単票数 計4124520 的中 ��� 5196（175番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．5―12．2―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―34．2―46．4―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リワードマレンゴ �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2021．1．9 中山2着

2018．4．4生 牡4芦 母 バ ラ イ ロ ー 母母 ローズカーニバル 9戦3勝 賞金 29，300，000円

４レース目



（4中山3）第6日 4月10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 180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

236，660，000円
5，620，000円
29，390，000円
1，490，000円
30，840，000円
79，273，000円
4，950，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
712，327，600円
1，057，812，300円
322，042，100円
1，504，641，500円
648，442，700円
1，240，701，000円
2，390，516，200円
2，876，947，000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 10，753，430，400円

総入場人員 6，185名 （有料入場人員 5，884名）
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