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08073 4月16日 曇 重 （4中山3） 第7日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

611 スンヌンタイ 牝3鹿 54 横山 武史田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 492－101：11．4 4．4�
714 ルナエルモッサ 牝3栗 54 江田 照男岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 420± 01：12．35 31．1�
815 クイーンアポーン 牝3鹿 54 M．デムーロ�ジェイアール 土田 稔 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 458＋ 6 〃 クビ 2．8�
47 ラッキーガブリエル 牝3栗 54 菅原 明良�ターフ・スポート高木 登 浦河 梅田牧場 472－ 41：12．51 4．5�
510 ルージュブラゾン 牝3黒鹿54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム B472± 01：12．6� 15．5	
713 ル ピ コ ラ 牝3栗 54 柴田 大知ディアレストクラブ� 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 456± 01：12．7� 31．2

35 マテンロウボイス 牝3鹿 54 田辺 裕信寺田千代乃氏 久保田貴士 新ひだか 下屋敷牧場 454± 01：13．02 12．6�
36 モンサンレジャンド 牝3鹿 54 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 452－ 61：13．1クビ 6．0�
816 トーアリバティー 牝3鹿 54 松岡 正海高山ランド� 村田 一誠 豊浦トーア牧場 496－ 21：13．21 21．4
12 ピンクコーラル 牝3栗 54 丸田 恭介田畑 利彦氏 本間 忍 新ひだか 片岡 博 450 ―1：13．51� 225．2�
23 スマートロータス 牝3芦 54 武士沢友治大川 徹氏 粕谷 昌央 新ひだか 静内山田牧場 416－141：13．92� 315．8�
59 フィエルボワ 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵伊達 敏明氏 伊藤 圭三 日高 サンシャイン
牧場 B446－ 61：14．0� 63．2�

11 ジューンキララ 牝3鹿 54 藤懸 貴志吉川 潤氏 高橋 康之 浦河 高昭牧場 416－ 41：14．21 286．8�
612 ムーンティアラ 牝3黒鹿54 石川裕紀人大戸 志浦氏 菊川 正達 新ひだか 高橋 修 446＋121：15．79 189．2�
48 ホウオウポケット 牝3黒鹿54 野中悠太郎小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 478 ―1：18．0大差 100．1�
24 サテンスキー 牝3青鹿54 原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 斉藤スタッド 472－101：18．42� 481．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，715，300円 複勝： 55，311，900円 枠連： 15，097，400円
馬連： 68，919，600円 馬単： 29，164，700円 ワイド： 60，838，700円
3連複： 107，810，400円 3連単： 108，764，200円 計： 482，622，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 580円 � 140円 枠 連（6－7） 2，990円

馬 連 �� 5，640円 馬 単 �� 8，020円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 380円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 5，370円 3 連 単 ��� 31，390円

票 数

単勝票数 計 367153 的中 � 65729（2番人気）
複勝票数 計 553119 的中 � 72701（4番人気）� 17142（9番人気）� 136243（1番人気）
枠連票数 計 150974 的中 （6－7） 3901（14番人気）
馬連票数 計 689196 的中 �� 9457（20番人気）
馬単票数 計 291647 的中 �� 2725（30番人気）
ワイド票数 計 608387 的中 �� 7733（24番人気）�� 45754（4番人気）�� 11008（17番人気）
3連複票数 計1078104 的中 ��� 15053（20番人気）
3連単票数 計1087642 的中 ��� 2512（100番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．4―12．6―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．9―46．5―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スンヌンタイ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2021．9．19 中山2着

2019．3．8生 牝3鹿 母 ハンドスター 母母 ビーフレグラント 7戦1勝 賞金 10，080，000円
〔その他〕 ムーンティアラ号は，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〕 ホウオウポケット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月16日まで平地競

走に出走できない。
サテンスキー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月16日まで平地競走

に出走できない。
※ジューンキララ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

08074 4月16日 曇 重 （4中山3） 第7日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

69 リングストゥワイス 牡3鹿 56 田辺 裕信ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 536 ―1：54．3 2．3�

33 パフオブウインド 牡3栗 56 横山 和生西森 功氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド 474＋ 6 〃 アタマ 6．8�
710 ブレイクザアイス 牡3芦 56 三浦 皇成コウトミックレーシング 高橋 裕 新ひだか 幌村牧場 450－101：54．4� 23．6�
22 アウゲンブリック 牡3黒鹿56 C．ルメールライオンレースホース� 堀内 岳志 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 488－ 4 〃 ハナ 3．9�
812 グランシャーク 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵岡田 牧雄氏 田島 俊明 青森 谷川ファーム 506± 01：55．14 51．0�
11 フクノラヴァル 牡3黒鹿56 松岡 正海福島 祐子氏 長谷川浩大 新ひだか 土田農場 B478－ 4 〃 アタマ 13．2	
711 タイセイマイスター 牡3栗 56 内田 博幸田中 成奉氏 青木 孝文 新冠 村上牧場 492－ 6 〃 ハナ 4．9

56 ショウナンカンキ 牝3鹿 54 吉田 豊国本 哲秀氏 戸田 博文 新ひだか 西村牧場 434－ 21：55．73� 118．7�
44 コウユーパパニニテ 牡3栗 56 木幡 巧也加治屋貞光氏 辻 哲英 新冠 海馬沢 明 516 ―1：55．8� 150．1�
57 メ ル ト 牡3鹿 56 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 中脇 満 506－ 2 〃 アタマ 16．3
813 アローゴールド 牡3栗 56 藤懸 貴志佐々木孝之氏 高橋 康之 新冠 柏木 一則 432－ 81：55．9クビ 332．4�
68 ギンザデノムオトコ 牡3青鹿56 菅原 明良小田切 光氏 西田雄一郎 浦河 木村牧場 502－ 41：58．5大差 132．3�
45 ジャストビギニング 牡3鹿 56 野中悠太郎松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 カナイシスタッド 456－ 61：58．71� 419．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，438，900円 複勝： 50，851，800円 枠連： 10，362，500円
馬連： 56，742，900円 馬単： 26，574，500円 ワイド： 51，546，700円
3連複： 84，733，100円 3連単： 97，931，200円 計： 417，181，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 160円 � 190円 � 410円 枠 連（3－6） 1，050円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，020円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 5，080円 3 連 単 ��� 14，660円

票 数

単勝票数 計 384389 的中 � 130327（1番人気）
複勝票数 計 508518 的中 � 96442（2番人気）� 73142（4番人気）� 24904（7番人気）
枠連票数 計 103625 的中 （3－6） 7620（4番人気）
馬連票数 計 567429 的中 �� 37962（5番人気）
馬単票数 計 265745 的中 �� 13971（4番人気）
ワイド票数 計 515467 的中 �� 32056（6番人気）�� 12687（14番人気）�� 6726（22番人気）
3連複票数 計 847331 的中 ��� 12487（18番人気）
3連単票数 計 979312 的中 ��� 4842（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―36．5―49．3―1：01．7―1：14．6―1：27．7―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リングストゥワイス �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2019．5．21生 牡3鹿 母 ベルリンガー 母母 チューブラーベルズ 1戦1勝 賞金 5，200，000円
〔3走成績による出走制限〕 ジャストビギニング号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月16日まで平地競走に出走

できない。
※アローゴールド号は，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７日



08075 4月16日 晴 重 （4中山3） 第7日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

12 カ イ タ ロ ー 牡3青鹿56 田辺 裕信本田 恒雄氏 和田 雄二 新ひだか 嶋田牧場 464＋101：11．6 5．4�
510 サンブルッキングズ 牡3鹿 56 松岡 正海 �加藤ステーブル 高橋 文雅 浦河 笹地牧場 484± 01：11．7� 26．7�
816 パ ン タ ナ ル 牡3栗 56 菅原 明良�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 510± 0 〃 クビ 5．4�
714 スターオブフェイス 牡3鹿 56 M．デムーロ光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 428－ 21：12．12� 8．3�
11 ペルペテュエル 牡3鹿 56 江田 照男落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 モリナガファーム 478＋ 61：12．2クビ 31．9�
611 ディージェーサン 牝3黒鹿54 横山 武史ドリームジャパンホースレーシング 小桧山 悟 浦河 オカモトファーム 416＋ 61：12．52 2．5	
48 リーディングラン 牝3栗 54 吉田 豊岡村 善行氏 高橋 文雅 新冠 松木 加代 478－ 41：12．71� 26．7

23 キタノポーションズ 牝3黒鹿54 武士沢友治北所 直人氏 石栗 龍彦 新冠 北星村田牧場 416－ 4 〃 クビ 372．8�
815 ジェイケイボニータ 牝3鹿 54 丸田 恭介小谷野次郎氏 田中 剛 新冠 村上 欽哉 480－ 41：13．01� 35．5�
35 コパノランサー 牡3栗 56 石橋 脩小林 照弘氏 武藤 善則 新ひだか へいはた牧場 512－ 21：13．1� 221．7
36 ク ォ ー ツ 牝3栗 54 伊藤 工真田畑 利彦氏 石栗 龍彦 浦河 モトスファーム 448－ 91：13．42 513．1�
24 ゲ キ ザ ル 牡3芦 56 内田 博幸橘 倍男氏 青木 孝文 日高 広富牧場 458± 0 〃 クビ 4．5�
713 アイパラドックス 牡3栗 56

53 ▲水沼 元輝ライフエンタープライズ� 西田雄一郎 日高 門別 敏朗 464－121：13．82� 510．7�
59 ク ラ ー ラ 牝3青鹿54 岩部 純二�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 448－ 21：16．1大差 502．1�
612 オウケンマックイン 牡3黒鹿 56

54 △永野 猛蔵福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 510＋ 41：16．2� 86．4�
47 アイファーヴァンズ 牡3黒鹿56 的場 勇人中島 稔氏 的場 均 新ひだか 野表 篤夫 460＋ 61：18．3大差 627．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，921，500円 複勝： 55，942，100円 枠連： 13，741，300円
馬連： 68，713，900円 馬単： 31，454，300円 ワイド： 57，999，100円
3連複： 99，124，500円 3連単： 108，754，400円 計： 476，651，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 530円 � 230円 枠 連（1－5） 4，080円

馬 連 �� 5，170円 馬 単 �� 8，810円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 570円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 8，660円 3 連 単 ��� 61，120円

票 数

単勝票数 計 409215 的中 � 60118（3番人気）
複勝票数 計 559421 的中 � 87658（3番人気）� 22560（7番人気）� 64625（5番人気）
枠連票数 計 137413 的中 （1－5） 2610（16番人気）
馬連票数 計 687139 的中 �� 10299（18番人気）
馬単票数 計 314543 的中 �� 2676（30番人気）
ワイド票数 計 579991 的中 �� 10088（18番人気）�� 27889（6番人気）�� 7561（21番人気）
3連複票数 計 991245 的中 ��� 8575（32番人気）
3連単票数 計1087544 的中 ��� 1290（203番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．4―12．1―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―34．2―46．3―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ イ タ ロ ー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．7．10 福島12着

2019．2．28生 牡3青鹿 母 パラダイスコーブ 母母 キャッシュインクルーデッド 3戦1勝 賞金 6，500，000円
〔発走状況〕 クラーラ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラーラ号・オウケンマックイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月16日

まで平地競走に出走できない。
アイファーヴァンズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月16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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オーケーキャンティ号
（非抽選馬） 2頭 ニシノロゼ号・ローズクレスト号

08076 4月16日 晴 重 （4中山3） 第7日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時35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

813 ディープグラビティ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 464－101：53．8 2．3�
33 フォーワンセルフ 牡3栗 56 横山 和生 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 510－ 4 〃 アタマ 3．1�
45 エコログロリアス 牡3鹿 56 C．ルメール 原村 正紀氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 484－ 41：54．75 3．7�
22 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± 01：55．23 172．4�
11 パーペチュイティ 牡3鹿 56 内田 博幸ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 582－ 21：55．3� 13．0	
44 ム ジ ョ ウ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 野表 俊一 B512＋ 81：55．62 181．0

710 キタノズーナクア 牝3鹿 54 大野 拓弥北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 土田ファーム 448－121：55．7クビ 31．2�
812 ナックメジャー 牡3鹿 56 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 洞�湖 レイクヴィラファーム 488－ 21：56．33� 40．6�
57 ブルーシグナル 牡3栗 56 菅原 明良田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 B460± 01：56．72� 122．5
711 ブルーバレル 牡3黒鹿56 藤懸 貴志岡田甲子男氏 清水 久詞 浦河 富菜牧場 520－121：56．8クビ 285．4�
69 テイエムナイスラン 牡3芦 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 村下 明博 516± 01：57．22� 11．9�
56 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± 01：57．41� 182．4�
68 グレースミューズ 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 川島牧場 438± 01：57．71� 392．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 44，772，900円 複勝： 43，723，500円 枠連： 12，244，400円
馬連： 67，144，600円 馬単： 33，048，600円 ワイド： 54，541，300円
3連複： 109，443，900円 3連単： 132，610，800円 計： 497，530，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 120円 � 120円 枠 連（3－8） 350円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 160円 �� 200円 �� 190円

3 連 複 ��� 310円 3 連 単 ��� 1，370円

票 数

単勝票数 計 447729 的中 � 151513（1番人気）
複勝票数 計 437235 的中 � 96868（2番人気）� 101949（1番人気）� 85193（3番人気）
枠連票数 計 122444 的中 （3－8） 26462（1番人気）
馬連票数 計 671446 的中 �� 150270（1番人気）
馬単票数 計 330486 的中 �� 48208（1番人気）
ワイド票数 計 545413 的中 �� 95735（1番人気）�� 64317（3番人気）�� 68329（2番人気）
3連複票数 計1094439 的中 ��� 263052（1番人気）
3連単票数 計1326108 的中 ��� 69858（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．4―38．0―51．0―1：03．2―1：15．8―1：28．5―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディープグラビティ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2021．11．21 東京3着

2019．2．21生 牡3黒鹿 母 スターシップトラッフルズ 母母 Bobbie Use 4戦1勝 賞金 9，520，000円
〔3走成績による出走制限〕 ブルーバレル号・グレースミューズ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月16日まで平

地競走に出走できない。
※キタノズーナクア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



08077 4月16日 晴 重 （4中山3） 第7日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時25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

59 ベストフィーリング 牡3鹿 56 横山 武史馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492－ 61：36．2 2．5�
713 クインズステラ 牝3鹿 54 横山 和生 �ケイアイスタリオン 池上 昌和 浦河 高昭牧場 450－ 41：36．52 16．1�
510 スペースシャワー 牝3芦 54 吉田 豊日下部勝德氏 小島 茂之 新冠 有限会社 大

作ステーブル 440± 01：36．71� 381．9�
611 ソレントフレイバー 牡3鹿 56 田辺 裕信尾田 信夫氏 久保田貴士 新ひだか 畠山牧場 482－ 41：36．8� 11．0�
816 ウインソフィー 牝3栗 54

52 △永野 猛蔵�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 422＋ 21：36．9� 255．6�
23 カヨウネンカ 牝3栗 54 M．デムーロ	ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 438－ 4 〃 ハナ 2．5

612 ベルウッドツクバ 牡3鹿 56 石川裕紀人鈴木 照雄氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 464－ 21：37．0� 42．5�
36 フクチャンクイーン 牝3黒鹿54 大野 拓弥福田 義明氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 428＋ 21：37．21� 81．8�
48 � カナラクリーク 牡3栗 56 津村 明秀ゴドルフィン 手塚 貴久 米

William B. Har-
rigan & Mike
Pietrangelo

B498＋ 8 〃 ハナ 39．3
714 ロータスペトル 牡3鹿 56 C．ルメール 	キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 21：37．41� 6．5�
12 ゴールデンヨシノ 牡3鹿 56 菅原 明良清水 義德氏 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 438± 01：37．5� 15．9�
24 ランビリズマ 牝3鹿 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 加藤士津八 新ひだか 福岡 駿弥 496＋ 21：38．24 354．1�
11 ダイメイミライ 牡3鹿 56 江田 照男宮本 孝一氏 中野 栄治 新ひだか 本桐牧場 470± 01：38．52 42．0�
35 モーリスマイナー 牡3鹿 56 杉原 誠人�フクキタル 宮田 敬介 新冠 パカパカ

ファーム 534＋ 21：41．6大差 429．2�
815 シュネーシュテルン 牝3芦 54 伊藤 工真西森 功氏 清水 英克 新ひだか 信田牧場 460＋ 21：41．91� 668．5�
47 キーファクター 牝3芦 54 野中悠太郎細谷 典幸氏 伊藤 大士 日高 木村牧場 B452－141：42．53� 494．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，539，700円 複勝： 70，687，900円 枠連： 16，628，800円
馬連： 72，441，000円 馬単： 32，747，100円 ワイド： 66，531，500円
3連複： 111，492，500円 3連単： 131，893，600円 計： 546，962，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 160円 � 420円 � 5，980円 枠 連（5－7） 780円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 970円 �� 15，120円 �� 76，190円

3 連 複 ��� 250，350円 3 連 単 ��� 724，410円

票 数

単勝票数 計 445397 的中 � 139927（1番人気）
複勝票数 計 706879 的中 � 155954（2番人気）� 39176（6番人気）� 2299（12番人気）
枠連票数 計 166288 的中 （5－7） 16447（3番人気）
馬連票数 計 724410 的中 �� 23991（9番人気）
馬単票数 計 327471 的中 �� 6430（13番人気）
ワイド票数 計 665315 的中 �� 18674（9番人気）�� 1108（49番人気）�� 219（91番人気）
3連複票数 計1114925 的中 ��� 334（172番人気）
3連単票数 計1318936 的中 ��� 132（687番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．7―47．7―1：00．2―1：12．7―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ベストフィーリング �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Orpen デビュー 2021．11．7 東京2着

2019．1．14生 牡3鹿 母 フィールザレース 母母 Feel The Song 3戦1勝 賞金 9，300，000円
〔その他〕 キーファクター号は，競走中に疾病〔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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュネーシュテルン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月16日まで平地

競走に出走できない。
モーリスマイナー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月16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 ラインオンザトップ号
（非抽選馬） 1頭 ナックフローラ号

08078 4月16日 晴 重 （4中山3） 第7日 第6競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走12時55分 （芝・右・外）

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
1：06．7
1：06．0

良
良

47 ブレスレスリー 牝3芦 54 M．デムーロゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450－ 41：08．7 5．6�

36 ブランデーロック 牡3栗 56 田辺 裕信新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 468＋ 21：09．02 7．5�
48 スマイルアップ 牝3芦 54 木幡 巧也馬目 卓氏 萱野 浩二 浦河 辻 牧場 422－12 〃 ハナ 106．2�
35 メイショウグラニー 牝3鹿 54 津村 明秀松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 444－101：09．1� 6．7�
815 スウィートプロミス 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 452－ 61：09．2� 15．3�
23 ペイシャカレン 牝3栗 54 江田 照男北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 カミイスタット 446＋ 21：09．3クビ 93．4	
12 ハイアムズビーチ 牝3白 54 C．ルメール 
シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 490－ 41：09．4� 2．1�
816 アドヴァイス 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵泉 一郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 448－121：09．5� 13．0�
713 オレタチハツヨイ �3栗 56 菅原 明良�GET NEXT 栗田 徹 浦河 ヒダカフアーム 484－16 〃 アタマ 98．9
714 ウェストファリア 牝3黒鹿54 横山 武史 
社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 392± 01：09．6� 25．1�
11 マコトダイトウレン 牝3栗 54 松岡 正海�ディアマント 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 446－ 41：10．98 26．5�
510 ヒ ノ ク ニ 牝3黒鹿54 野中悠太郎由井健太郎氏 深山 雅史 熊本 本田 土寿 B442－ 4 〃 ハナ 315．2�
612 オードゥメール 牝3鹿 54 石川裕紀人中村 智幸氏 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 452－ 41：11．96 21．7�
611 ミツカネプルート 牝3鹿 54 柴田 大知小山田 満氏 清水 英克 日高 スウィング

フィールド牧場 436－ 21：12．0クビ 402．9�
59 イ ル ザ 牝3栗 54 大野 拓弥中辻 明氏 小手川 準 浦河 バンブー牧場 442－ 41：12．31� 37．9�
24 ピ カ リ エ 牝3芦 54 伊藤 工真 �リトルブルーファーム 金成 貴史 清水 リトルブルーファーム 470－141：16．8大差 126．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，007，000円 複勝： 72，979，000円 枠連： 19，751，200円
馬連： 84，379，800円 馬単： 36，723，200円 ワイド： 76，846，400円
3連複： 121，546，100円 3連単： 131，252，600円 計： 598，485，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 260円 � 1，490円 枠 連（3－4） 790円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 800円 �� 4，980円 �� 6，380円

3 連 複 ��� 29，460円 3 連 単 ��� 117，470円

票 数

単勝票数 計 550070 的中 � 77694（2番人気）
複勝票数 計 729790 的中 � 113647（2番人気）� 76667（4番人気）� 9991（12番人気）
枠連票数 計 197512 的中 （3－4） 19285（4番人気）
馬連票数 計 843798 的中 �� 33239（6番人気）
馬単票数 計 367232 的中 �� 8899（11番人気）
ワイド票数 計 768464 的中 �� 26139（7番人気）�� 3874（44番人気）�� 3011（50番人気）
3連複票数 計1215461 的中 ��� 3094（89番人気）
3連単票数 計1312526 的中 ��� 810（365番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―10．9―11．6―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―32．9―44．5―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．8
3 3，5（2，7）（1，8，11）15（14，13）（10，16）－6＝9＝12，4 4 ・（3，5）（2，7）8，15，1（14，11，13，16）（10，6）＝9＝12＝4

勝馬の
紹 介

ブレスレスリー �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 コ マ ン ズ デビュー 2021．6．6 中京1着

2019．4．14生 牝3芦 母 ハ ッ シ ュ 母母 サ イ レ ン ト 5戦2勝 賞金 20，476，000円
〔発走状況〕 オードゥメール号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 オードゥメール号の騎手石川裕紀人は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。
〔その他〕 ピカリエ号は，競走中に疾病〔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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オードゥメール号・ミツカネプルート号・イルザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和4年5月16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 アリシアン号・タッカーシルバー号



08079 4月16日 晴 重 （4中山3） 第7日 第7競走 ��2，200�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・右・外）

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
2：10．1
2：09．7

良
良

810 エトワールマタン 牝4鹿 55 菅原 明良丹羽久一郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 446± 02：15．6 21．0�
811 マイネルヒッツェ 牡4芦 57 柴田 大知 �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 466＋ 22：15．7� 16．6�
78 ボ ン ベ ー ル 牡6鹿 57 内田 博幸木部 厳生氏 辻 哲英 日高 木部ファーム 500＋182：15．8� 59．9�
33 カトゥルスフェリス 牝5鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 442－ 4 〃 クビ 2．2�
55 マイネルマーティン 牡4栗 57 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 512＋ 6 〃 ハナ 5．2	
44 パーディシャー 牡5鹿 57 横山 和生 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 448± 02：16．01 27．3

11 マイネルクロンヌ 牡5鹿 57

55 △永野 猛蔵 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 青木 孝文 浦河 小島牧場 510＋ 22：16．21 65．7�

22 エクスインパクト �4鹿 57 三浦 皇成 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 474－ 8 〃 クビ 26．2�
67 セ ル ジ ュ 牡4鹿 57 M．デムーロ多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 486－ 42：16．41 6．8
79 ヴォリアーモ 牝5鹿 55 野中悠太郎 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484＋ 82：16．5クビ 78．9�
66 アスクヒーロー 牡4鹿 57 横山 武史廣崎利洋HD� 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 500± 02：17．56 4．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，036，700円 複勝： 50，565，300円 枠連： 12，440，800円
馬連： 69，491，100円 馬単： 31，203，200円 ワイド： 58，895，700円
3連複： 101，045，700円 3連単： 138，779，200円 計： 507，457，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，100円 複 勝 � 460円 � 470円 � 1，400円 枠 連（8－8） 15，550円

馬 連 �� 13，910円 馬 単 �� 32，410円

ワ イ ド �� 3，240円 �� 9，200円 �� 6，470円

3 連 複 ��� 112，600円 3 連 単 ��� 698，710円

票 数

単勝票数 計 450367 的中 � 17120（6番人気）
複勝票数 計 505653 的中 � 30383（5番人気）� 29421（6番人気）� 8827（11番人気）
枠連票数 計 124408 的中 （8－8） 620（27番人気）
馬連票数 計 694911 的中 �� 3870（30番人気）
馬単票数 計 312032 的中 �� 722（65番人気）
ワイド票数 計 588957 的中 �� 4736（30番人気）�� 1643（50番人気）�� 2342（44番人気）
3連複票数 計1010457 的中 ��� 673（136番人気）
3連単票数 計1387792 的中 ��� 144（760番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．5―37．2―50．1―1：03．0―1：15．3―1：27．3―1：39．2―1：51．2―2：03．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エトワールマタン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．7．19 福島9着

2018．3．23生 牝4鹿 母 ノーブルコロネット 母母 ノーブルステラ 12戦2勝 賞金 18，055，000円

08080 4月16日 晴 重 （4中山3） 第7日 第8競走 1，200�4歳以上2勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，55�
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

59 マーチリリー 牝4青鹿55 戸崎 圭太手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 B488－ 21：10．3 5．7�
713 ア シ タ バ 牝4栗 55 丸田 恭介佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 480＋ 81：10．93� 8．6�
47 アイスリアン 牝4黒鹿55 C．ルメール 村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 464－ 81：11．01 5．5�
35 サ ツ キ マ ス 牝5鹿 55 木幡 巧也越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 B454＋121：11．1クビ 164．5�
816 マイステージ 牝4鹿 55 松岡 正海冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 444＋ 4 〃 アタマ 11．8�
611 セントクリーガー 牝5鹿 55 石橋 脩中居 路博氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 500＋ 2 〃 クビ 72．7�
23 クロノフルール 牝4芦 55 横山 和生	明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 502－ 41：11．2� 16．2

36 オンリーワンスター 牝9鹿 55 吉田 豊�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 458＋ 2 〃 ハナ 37．3�
612 チャペルレーン 牝4黒鹿55 横山 武史 	ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 448－101：11．3� 7．8
48 トリッチトラッチ 牝5芦 55 三浦 皇成ライオンレースホース	 伊藤 圭三 浦河 浦河日成牧場 B440－ 21：11．4クビ 48．2�
714 ハギノオーロ 牝5鹿 55 藤懸 貴志安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 518－121：11．51 51．5�
510 アイアムピッカピカ 牝6黒鹿55 大野 拓弥堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 B452－ 21：11．81� 83．2�
815 スターリングワース 牝4鹿 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 458－ 4 〃 アタマ 4．2�
11 コモレビキラリ 牝4青鹿55 野中悠太郎亀岡 和彦氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 474－ 2 〃 クビ 6．1�
12 エレファンティネ 牝4栗 55 内田 博幸下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 420－ 81：13．410 78．7�

（15頭）
24 プレフェリータ 牝4鹿 55

53 △永野 猛蔵	G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 478－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 47，026，900円 複勝： 85，366，100円 枠連： 21，020，100円
馬連： 91，091，200円 馬単： 31，490，600円 ワイド： 81，127，800円
3連複： 140，371，700円 3連単： 126，182，200円 計： 623，676，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 230円 � 260円 � 250円 枠 連（5－7） 2，860円

馬 連 �� 3，390円 馬 単 �� 6，310円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 1，030円 �� 940円

3 連 複 ��� 8，000円 3 連 単 ��� 45，490円

票 数

単勝票数 差引計 470269（返還計 6276） 的中 � 65188（3番人気）
複勝票数 差引計 853661（返還計 10988） 的中 � 98296（3番人気）� 82344（6番人気）� 89649（4番人気）
枠連票数 差引計 210201（返還計 471） 的中 （5－7） 5686（16番人気）
馬連票数 差引計 910912（返還計 29918） 的中 �� 20778（19番人気）
馬単票数 差引計 314906（返還計 10685） 的中 �� 3739（32番人気）
ワイド票数 差引計 811278（返還計 28501） 的中 �� 14757（21番人気）�� 20261（14番人気）�� 22484（8番人気）
3連複票数 差引計1403717（返還計 80725） 的中 ��� 13154（25番人気）
3連単票数 差引計1261822（返還計 87505） 的中 ��� 2011（181番人気）

ハロンタイム 11．9―10．1―11．1―12．1―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．0―33．1―45．2―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マーチリリー �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．10．31 東京1着

2018．2．15生 牝4青鹿 母 フミノアマゾン 母母 フミノテネシー 13戦3勝 賞金 28，500，000円
〔競走除外〕 プレフェリータ号は，馬場入場後に左手綱の尾錠が外れて放馬。疾病〔両後肢挫創〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 プレフェリータ号の調教師萩原清は，馬場入場後に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金100，000円。
〔その他〕 アイアムピッカピカ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アイアムピッカピカ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年5月16日まで出走できない。



08081 4月16日 晴 稍重 （4中山3） 第7日 第9競走 ��2，000�
や ま ふ じ

山 藤 賞
発走14時25分 （芝・右）

3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

88 ローシャムパーク 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 488± 02：00．3 1．7�
55 レッドランメルト 牡3鹿 56 菅原 明良 �東京ホースレーシング 国枝 栄 白老 社台牧場 506－ 82：01．47 9．0�
89 サンストックトン 牡3栗 56 横山 武史 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 株式会社 加

藤ステーブル 462－ 22：01．5� 5．8�
44 マイネルクリソーラ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 82：01．71� 66．4�
33 ルークスヘリオス 牡3鹿 56 永野 猛蔵岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 484－ 22：01．8� 23．8	
66 サ ノ ラ キ 牡3鹿 56 大野 拓弥佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 B488＋ 62：02．22� 37．7

11 エンギダルマ 牡3鹿 56 M．デムーロ星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 500－ 62：02．41� 3．7�
22 ミッキーブンブン 牡3青鹿56 石橋 脩野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 494± 02：02．92� 37．6�
77 リュミエールノワル 牡3黒鹿56 横山 和生�G1レーシング 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 42：04．17 62．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 67，311，200円 複勝： 108，230，900円 枠連： 14，920，800円
馬連： 91，862，600円 馬単： 49，679，500円 ワイド： 69，845，800円
3連複： 126，102，600円 3連単： 250，476，200円 計： 778，429，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 140円 枠 連（5－8） 710円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 340円 �� 240円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 4，530円

票 数

単勝票数 計 673112 的中 � 309423（1番人気）
複勝票数 計1082309 的中 � 610312（1番人気）� 84590（4番人気）� 109485（3番人気）
枠連票数 計 149208 的中 （5－8） 16250（3番人気）
馬連票数 計 918626 的中 �� 72298（3番人気）
馬単票数 計 496795 的中 �� 31183（4番人気）
ワイド票数 計 698458 的中 �� 51474（4番人気）�� 81940（2番人気）�� 22816（9番人気）
3連複票数 計1261026 的中 ��� 75955（4番人気）
3連単票数 計2504762 的中 ��� 40082（12番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．5―12．3―12．1―11．2―12．0―11．9―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―37．1―49．4―1：01．5―1：12．7―1：24．7―1：36．6―1：48．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローシャムパーク �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．9．4 新潟2着

2019．2．10生 牡3鹿 母 レネットグルーヴ 母母 イントゥザグルーヴ 4戦2勝 賞金 20，503，000円

08082 4月16日 晴 稍重 （4中山3） 第7日 第10競走 ��1，800�
しもうさ

下総ステークス
発走15時00分 （ダート・右）

4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

67 テリオスベル 牝5黒鹿55 江田 照男鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 野坂牧場 B444－ 41：51．9 11．4�
33 オンザライン 牡4青鹿57 横山 武史久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 454－ 81：52．53� 3．3�
55 サンライズウルス 牡4鹿 57 横山 和生松岡 隆雄氏 安田 翔伍 新冠 村上 欽哉 B488＋ 41：52．6� 4．9�
79 カフェスペランツァ 牡5鹿 57 吉田 豊西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 518＋ 41：53．02� 14．9�
812� コパノリッチマン 牡5栃栗57 戸崎 圭太小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 前谷 武志 518＋ 41：53．1クビ 14．1�
811 ト ラ モ ン ト �5栗 57 菅原 明良 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 506－ 21：53．31	 3．3	
68 ナリタフォルテ 牡4鹿 57 M．デムーロ
オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 584＋ 61：53．62 5．6�
44 グラスブルース 牡8鹿 57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B524＋ 41：53．91
 104．4�
710 チェルアルコ 牝5栗 55 永野 猛蔵吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム B514－ 41：54．0
 223．4
11 アテナノワール 牝5黒鹿55 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 510＋221：54．74 76．3�
56 デルマオニキス 牡5芦 57 三浦 皇成浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 490＋ 2 〃 アタマ 74．6�
22 シ ベ リ ウ ス 牡9栗 57 野中悠太郎浅田 次郎氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 B470＋ 21：56．6大差 287．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 63，660，900円 複勝： 74，740，200円 枠連： 22，395，200円
馬連： 123，166，000円 馬単： 53，259，900円 ワイド： 83，811，000円
3連複： 170，867，600円 3連単： 230，633，700円 計： 822，534，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 270円 � 140円 � 190円 枠 連（3－6） 620円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，130円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 24，710円

票 数

単勝票数 計 636609 的中 � 44292（5番人気）
複勝票数 計 747402 的中 � 55086（5番人気）� 182833（1番人気）� 98088（3番人気）
枠連票数 計 223952 的中 （3－6） 27674（2番人気）
馬連票数 計1231660 的中 �� 54186（7番人気）
馬単票数 計 532599 的中 �� 7623（19番人気）
ワイド票数 計 838110 的中 �� 32503（7番人気）�� 17762（18番人気）�� 60660（2番人気）
3連複票数 計1708676 的中 ��� 45436（8番人気）
3連単票数 計2306337 的中 ��� 6765（86番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―12．6―12．5―12．2―12．7―11．8―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．3―37．9―50．4―1：02．6―1：15．3―1：27．1―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

テリオスベル �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．7．20 福島10着

2017．4．18生 牝5黒鹿 母 アーリースプリング 母母 スプリングチケット 22戦4勝 賞金 53，277，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



08083 4月16日 晴 稍重 （4中山3） 第7日 第11競走
第24回農林水産省賞典

��4，250�中山グランドジャンプ（Ｊ・ＧⅠ）
発走15時40分 （芝・外）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳62�5歳以上63�，牝馬2�
減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 66，000，000円 26，000，000円 17，000，000円 9，900，000円 6，600，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード4：43．0良

77 オジュウチョウサン 牡11鹿 63 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 510－ 24：52．3 2．1�
11 ブラゾンダムール 牡7黒鹿63 西谷 誠�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 486－ 84：52．51� 4．2�
22 マイネルレオーネ 牡10黒鹿63 平沢 健治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 408－ 44：52．6� 26．0�
66 ケンホファヴァルト 牡9鹿 63 森 一馬中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 476－ 84：53．23� 3．0�
88 ビレッジイーグル 牡5黒鹿63 大江原 圭村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 508± 04：53．83� 8．9�
44 サトノパシュート 牡5黒鹿63 高田 潤 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 千歳 社台ファーム 476－ 64：54．43� 54．2	
55 � マイネルプロンプト 	10黒鹿63 白浜 雄造岡田 壮史氏 坂口 智康 新冠 コスモヴューファーム 476－ 64：57．1大差 73．1

89 � キタノテイオウ 牡7黒鹿63 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 466－ 44：58．16 147．7�
33 マイサンシャイン 牡6栗 63 難波 剛健三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 478＋ 24：58．2クビ 28．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 142，127，300円 複勝： 90，496，700円 枠連： 32，697，300円
馬連： 210，752，800円 馬単： 124，645，400円 ワイド： 123，861，300円
3連複： 329，765，500円 3連単： 787，494，100円 計： 1，841，840，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 130円 � 270円 枠 連（1－7） 510円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 230円 �� 580円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 6，120円

票 数

単勝票数 計1421273 的中 � 524670（1番人気）
複勝票数 計 904967 的中 � 275900（1番人気）� 183110（3番人気）� 53647（6番人気）
枠連票数 計 326973 的中 （1－7） 49596（2番人気）
馬連票数 計2107528 的中 �� 318072（2番人気）
馬単票数 計1246454 的中 �� 119864（3番人気）
ワイド票数 計1238613 的中 �� 164998（3番人気）�� 50713（7番人気）�� 31992（12番人気）
3連複票数 計3297655 的中 ��� 123218（6番人気）
3連単票数 計7874941 的中 ��� 93247（20番人気）
上り 1マイル 1：45．1 4F 51．2－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オジュウチョウサン 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．10．19 東京11着

2011．4．3生 牡11鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 障害：30戦18勝 賞金 915，457，000円

08084 4月16日 晴 稍重 （4中山3） 第7日 第12競走 ��1，800�
と ね が わ

利 根 川 特 別
発走16時25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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：48．5
1：47．6

重
重

59 ディアセオリー 牡5鹿 57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト
クラブ B492－ 41：52．2 11．2�

23 コスモコラッジョ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 嘉藤 貴行 浦河 金石牧場 B506＋ 61：52．83� 4．4�
12 ヨ ン ク 牡6鹿 57 三浦 皇成古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 496－ 41：53．32� 5．0�
815 クリーンドリーム 牡4芦 57 横山 武史石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 480＋ 21：53．4� 5．8�
35 レオカクテル 牡4栗 57 木幡 巧也�レオ 萱野 浩二 浦河 江谷牧場 B492－ 41：53．5� 23．2	
11 � ブルーカルセドニー 牝4鹿 55 M．デムーロ KRジャパン 小野 次郎 新冠 村上 欽哉 442－ 41：53．81� 5．2

612 ゴールドフレーム 	6栗 57 石川裕紀人外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 480＋ 2 〃 クビ 15．8�
713 ファイヴレター 牡5青鹿57 丸田 恭介熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 470＋ 41：54．01 29．3�
816 マイネルレンカ 牡8黒鹿57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木慎太郎 日高 碧雲牧場 472＋ 2 〃 クビ 181．1
36 マイネルイリャルギ 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 512－ 41：54．21
 18．4�
48 スクリーンプロセス 	4青鹿57 菅原 明良 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 534－ 21：54．3クビ 36．3�
714 トーセンインパルス 牡4黒鹿57 田辺 裕信島川 �哉氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 498－ 21：54．51
 14．4�
47 ナーシサステソーロ 牝5芦 55 吉田 豊了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 448＋ 21：54．92� 177．5�
611 ジュールサイクル 牝5青 55 松岡 正海吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 454＋101：55．22 61．3�
24 マイネルタイムリー 牡4青鹿57 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 日高 荒井ファーム B494± 01：55．3クビ 26．6�
510 テイルウインド 牡4青鹿57 内田 博幸高橋 文男氏 武藤 善則 日高 門別 敏朗 490＋ 4 〃 クビ 48．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 94，224，700円 複勝： 143，652，200円 枠連： 54，685，200円
馬連： 215，244，000円 馬単： 79，556，000円 ワイド： 191，886，300円
3連複： 364，973，900円 3連単： 391，465，100円 計： 1，535，687，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 410円 � 190円 � 180円 枠 連（2－5） 2，980円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 8，820円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 1，320円 �� 520円

3 連 複 ��� 7，050円 3 連 単 ��� 46，320円

票 数

単勝票数 計 942247 的中 � 67092（5番人気）
複勝票数 計1436522 的中 � 73912（8番人気）� 209928（2番人気）� 237035（1番人気）
枠連票数 計 546852 的中 （2－5） 14216（13番人気）
馬連票数 計2152440 的中 �� 41559（10番人気）
馬単票数 計 795560 的中 �� 6762（33番人気）
ワイド票数 計1918863 的中 �� 32849（15番人気）�� 36257（13番人気）�� 99959（2番人気）
3連複票数 計3649739 的中 ��� 38794（13番人気）
3連単票数 計3914651 的中 ��� 6127（109番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．7―13．1―12．3―12．1―12．1―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―37．5―50．6―1：02．9―1：15．0―1：27．1―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

ディアセオリー �
�
父 サムライハート �

�
母父 ソウルオブザマター デビュー 2019．7．13 福島1着

2017．3．28生 牡5鹿 母 サイレントベッド 母母 ビストロドゥパリ 24戦3勝 賞金 61，679，000円



（4中山3）第7日 4月16日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 162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

308，310，000円
24，680，000円
1，620，000円
38，930，000円
70，620，000円
5，526，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
719，783，000円
902，547，600円
245，985，000円
1，219，949，500円
559，547，000円
977，731，600円
1，867，277，500円
2，636，237，300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 9，129，058，500円

総入場人員 7，829名 （有料入場人員 7，491名）
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