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08085 4月17日 晴 稍重 （4中山3） 第8日 第1競走 1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

714 ファイアリースカイ 牝3青鹿54 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 452－ 21：56．5 1．7�

48 ネイチャーミヤビ 牝3鹿 54 野中悠太郎 �サザンホールディング 根本 康広 浦河 金石牧場 510＋ 21：56．6� 29．5�
713 キタノキャスター 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 カミイスタット 470± 01：56．8� 10．2�
510 ブレディバンチ 牝3芦 54 三浦 皇成諸江 幸祐氏 戸田 博文 登別 登別上水牧場 450－ 61：57．12 37．3�
36 エ デ ィ ッ タ 牝3栗 54 岩田 望来�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 452－ 61：57．3� 7．5	
11 チャメドレア 牝3鹿 54 菅原 明良ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 460－ 41：57．72� 13．2

612 ファイナルアンサー 牝3栗 54 和田 竜二 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 484－ 61：57．91� 6．4�
35 ホイッスルベイト 牝3鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新冠 村上 進治 448－101：58．21� 9．7�
24 サンライズアトム 牝3黒鹿54 木幡 巧也永井 廣司氏 勢司 和浩 むかわ 貞広 賢治 452－ 21：58．62� 106．0
47 デルマメデューサ 牝3栗 54

52 △山田 敬士浅沼 廣幸氏 堀内 岳志 日高 ファニーヒルファーム 470＋ 8 〃 クビ 398．3�
611 マロンブリンク 牝3栗 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 浜口牧場 400－ 21：59．02� 645．3�
59 サンデンガンバレ 牝3黒鹿54 江田 照男山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム 474＋ 21：59．1� 374．6�
815 ムーランマグノリア 牝3鹿 54 丸田 恭介楠本 勝美氏 鈴木慎太郎 浦河 田中スタッド 432－ 2 〃 ハナ 320．0�
23 イシュキック 牝3鹿 54 石川裕紀人西森 功氏 小笠 倫弘 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 460－ 41：59．41� 154．9�
816 ブ ー ガ ル ー 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵 �PRIDE ROCK 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B442－101：59．72 101．2�
12 フラワースプリング 牝3鹿 54 田中 勝春八嶋 長久氏 中野 栄治 新冠 イワミ牧場 458－ 2 〃 クビ 396．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，287，700円 複勝： 105，093，600円 枠連： 16，180，500円
馬連： 65，001，200円 馬単： 38，983，800円 ワイド： 62，621，100円
3連複： 106，390，800円 3連単： 147，185，200円 計： 580，743，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 420円 � 190円 枠 連（4－7） 1，280円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 700円 �� 300円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 11，970円

票 数

単勝票数 計 392877 的中 � 184801（1番人気）
複勝票数 計1050936 的中 � 672457（1番人気）� 22311（7番人気）� 67791（3番人気）
枠連票数 計 161805 的中 （4－7） 9790（5番人気）
馬連票数 計 650012 的中 �� 31071（6番人気）
馬単票数 計 389838 的中 �� 13824（8番人気）
ワイド票数 計 626211 的中 �� 21954（7番人気）�� 61022（2番人気）�� 6888（23番人気）
3連複票数 計1063908 的中 ��� 24862（12番人気）
3連単票数 計1471852 的中 ��� 8910（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．6―39．2―52．9―1：05．3―1：17．5―1：30．1―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファイアリースカイ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2021．10．2 中山13着

2019．3．11生 牝3青鹿 母 エ ア シ ョ ウ 母母 トークショウ 5戦1勝 賞金 9，400，000円
〔3走成績による出走制限〕 デルマメデューサ号・マロンブリンク号・フラワースプリング号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和4年6月17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 キタノズーナクア号

08086 4月17日 晴 稍重 （4中山3） 第8日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時30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

23 コウユーママニニテ 牝3黒鹿54 木幡 初也加治屋貞光氏 竹内 正洋 日高 カロッテファーム 442± 01：12．0 86．6�
48 デアリングヒューズ 牝3栗 54 戸崎 圭太 KRジャパン 田中 博康 新冠 須崎牧場 474＋ 21：12．21� 3．6�
11 キュートハイカー 牝3青鹿54 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 日高 豊洋牧場 398－161：12．94 23．7�
713 イデアノキセキ 牡3青鹿56 M．デムーロ益田 修一氏 金成 貴史 浦河 中脇 満 444－ 21：13．0� 8．0�
714 ムーンワード 牝3鹿 54 木幡 巧也伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 B500＋121：13．1� 10．6�
816 クリスタルローズ 牝3鹿 54 吉田 豊岡田 勇氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 480－ 4 〃 ハナ 30．2	
815� サトノプリエール 牝3芦 54 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 愛 St. Croix

Bloodstock 440－ 2 〃 クビ 5．7

47 ニシノフウジン 牡3鹿 56 武 豊西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 中山 高鹿康 466－101：13．41� 10．8�
36 クラウンシューター 牡3黒鹿56 川田 将雅杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 明治牧場 482－ 21：13．71� 2．6�
24 ノワールランス 牡3青鹿56 柴田 大知星加 浩一氏 畠山 吉宏 日高 新井 弘幸 456＋141：14．01� 226．1
35 テイエムラニッコ 牝3栗 54 宮崎 北斗竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤川フアーム 504＋ 4 〃 アタマ 770．8�
12 ド モ ナ ラ ン 牡3鹿 56

54 △山田 敬士本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 510－101：14．1� 579．3�
611 ディーロジャー 牡3鹿 56 武士沢友治吉川 朋宏氏 鈴木慎太郎 平取 スガタ牧場 460± 01：14．73� 762．7�
612 ナナコロビヤオキ 牡3鹿 56 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 494± 01：14．91� 142．7�
510 トラストアリ 牝3青鹿54 菅原 明良菅波立知子氏 高木 登 新ひだか タイヘイ牧場 420－ 61：15．0クビ 164．9�
59 リリーズメモリー 牝3鹿 54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド B510＋ 21：17．1大差 104．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，478，100円 複勝： 58，293，100円 枠連： 16，585，200円
馬連： 74，098，800円 馬単： 32，546，000円 ワイド： 64，229，400円
3連複： 111，005，900円 3連単： 122，033，800円 計： 524，270，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，660円 複 勝 � 1，010円 � 180円 � 670円 枠 連（2－4） 5，510円

馬 連 �� 13，390円 馬 単 �� 43，580円

ワ イ ド �� 3，230円 �� 8，490円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 41，480円 3 連 単 ��� 456，050円

票 数

単勝票数 計 454781 的中 � 4198（9番人気）
複勝票数 計 582931 的中 � 12429（9番人気）� 113952（2番人気）� 19671（8番人気）
枠連票数 計 165852 的中 （2－4） 2332（15番人気）
馬連票数 計 740988 的中 �� 4287（29番人気）
馬単票数 計 325460 的中 �� 560（71番人気）
ワイド票数 計 642294 的中 �� 5091（29番人気）�� 1912（47番人気）�� 12450（19番人気）
3連複票数 計1110059 的中 ��� 2007（91番人気）
3連単票数 計1220338 的中 ��� 194（669番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．0―12．5―12．1―12．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウユーママニニテ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2021．12．19 中山8着

2019．5．19生 牝3黒鹿 母 コウユーキズナ 母母 ア ズ ワ ー 5戦1勝 賞金 6，240，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リリーズメモリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月17日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 テイエムラニッコ号・ディーロジャー号・ナナコロビヤオキ号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和4年6月17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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 オフレッシュ号・ケイツークローナ号・ナンヨーリリー号・ミザール号・ロデム号

第３回 中山競馬 第８日



08087 4月17日 晴 稍重 （4中山3） 第8日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時00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

59 チェンジザワールド 牡3栗 56 戸崎 圭太三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 510－ 61：55．2 3．4�
510 リュウノブレイク �3栗 56 江田 照男蓑島 竜一氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 478＋ 61：55．83� 2．7�
816 ヴィオレントアズル 牡3青鹿56 木幡 巧也岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 412－ 61：56．33 383．7�
713 ストロンゲスト 牡3芦 56 吉田 隼人阿部東亜子氏 茶木 太樹 浦河 谷川牧場 494± 01：56．51� 15．9�
35 ペイシャガルボ 牡3青鹿56 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 様似 髙村 伸一 490± 0 〃 クビ 51．2�
48 ロードマグマ 牡3鹿 56 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 森永 聡 464－ 41：56．71 35．6	
612 コパノキャスター 牡3芦 56 石橋 脩小林 照弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 西村牧場 476± 0 〃 クビ 22．4

815 ニシノレジスタンス 牡3鹿 56 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 浦河 ガーベラパー

クスタツド 488± 01：56．91� 17．5�
24 エイシンブギーマン 牡3鹿 56 吉田 豊平井 克彦氏 矢作 芳人 浦河 栄進牧場 488＋ 21：57．0� 5．8�
611 マイネルシデン 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 21：57．21� 76．1
47 バイタルエリア 牡3黒鹿 56

54 △永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 加野牧場 526＋ 21：57．3� 57．4�

23 サ ノ プ リ 牝3鹿 54
51 ▲土田 真翔佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 418＋ 21：57．51� 322．5�

36 チ ェ ル キ オ 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 鈴木慎太郎 新ひだか 棚川 光男 B470＋101：58．45 260．2�
714 ダノンブルズアイ 牡3鹿 56 田中 勝春�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 B462＋ 21：59．67 6．1�
12 マクリトップチェコ 牡3黒鹿56 丸田 恭介谷脇智恵子氏 浅野洋一郎 新冠 小泉牧場 516 ―2：01．8大差 158．9�
11 トキノショウヘイ 牡3栗 56

54 △山田 敬士田中 準市氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 462－ 62：01．9� 403．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，235，300円 複勝： 55，383，300円 枠連： 16，492，800円
馬連： 62，584，100円 馬単： 29，591，600円 ワイド： 58，567，400円
3連複： 96，239，300円 3連単： 112，106，600円 計： 470，200，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 120円 � 4，380円 枠 連（5－5） 480円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 270円 �� 18，040円 �� 7，600円

3 連 複 ��� 27，530円 3 連 単 ��� 98，990円

票 数

単勝票数 計 392353 的中 � 89717（2番人気）
複勝票数 計 553833 的中 � 84128（2番人気）� 167130（1番人気）� 1864（15番人気）
枠連票数 計 164928 的中 （5－5） 26088（2番人気）
馬連票数 計 625841 的中 �� 102079（1番人気）
馬単票数 計 295916 的中 �� 23793（2番人気）
ワイド票数 計 585674 的中 �� 68400（1番人気）�� 740（66番人気）�� 1766（50番人気）
3連複票数 計 962393 的中 ��� 2621（72番人気）
3連単票数 計1121066 的中 ��� 821（288番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．9―13．5―12．7―12．6―12．9―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―37．7―51．2―1：03．9―1：16．5―1：29．4―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チェンジザワールド �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．6．20 札幌4着

2019．3．15生 牡3栗 母 サンエルピス 母母 フサイチパンドラ 5戦1勝 賞金 8，370，000円
〔発走状況〕 リュウノブレイク号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 リュウノブレイク号は，令和4年4月18日から令和4年5月8日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マクリトップチェコ号・トキノショウヘイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

5月17日まで平地競走に出走できない。
※エイシンブギーマン号・サノプリ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

08088 4月17日 晴 稍重 （4中山3） 第8日 第4競走 2，200�3歳未勝利
発走11時30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
2：10．1
2：09．7

良
良

714 キングズパレス 牡3鹿 56 武 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 490± 02：14．9 3．2�
612 フィレンツェ 牡3鹿 56 田辺 裕信田畑 利彦氏 加藤士津八 新ひだか 矢野牧場 448＋ 22：15．22 16．2�
715 デザートスター 牡3鹿 56 江田 照男中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 462－ 22：15．3� 234．2�
816 マイネルキング 牡3栗 56 和田 竜二 �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 466－162：15．4クビ 25．2�
817 スピアヘッド 牡3黒鹿56 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 菊川 正達 日高 前野牧場 436－ 2 〃 アタマ 128．5	
818 ノーティアス 牡3鹿 56 岩田 望来吉田 照哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 508－ 62：15．5� 64．4

11 レッドミラージュ 牝3鹿 54 C．ルメール 大島 昌也氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 414＋ 22：15．92 3．6�
23 サクラソーレ 牡3青 56 福永 祐一�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 470 ― 〃 クビ 7．1�
48 ペルグランデ 牝3鹿 54 木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 430－ 42：16．21� 323．1
12 カ イ ト 牡3黒鹿 56

54 △永野 猛蔵石川 達絵氏 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 492－ 62：16．62 78．9�
35 タフトテソーロ 牡3鹿 56 菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 浦河 酒井牧場 460± 02：16．81� 18．7�
611 シャノワール 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小手川 準 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 82：16．9クビ 31．9�
36 フォーグッド 牡3黒鹿56 横山 武史江馬 由将氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B508± 02：17．0� 3．7�
510 キアナフリューゲル 牝3栗 54 大野 拓弥鈴木 昌樹氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 482＋ 4 〃 アタマ 158．2�
24 ペイシャワールド 牡3鹿 56 武士沢友治北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか ニシケンフアーム 510± 02：17．1� 93．9�
59 ウェルシュゴールド 牝3栗 54 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 日高 出口牧場 462－ 62：18．710 137．5�
713 スマートクレール 牝3青鹿54 吉田 隼人大川 徹氏 鹿戸 雄一 新ひだか 静内山田牧場 456＋ 22：18．8� 525．0�
47 マリノフォルテシモ 牝3黒鹿54 丸田 恭介�クラウン 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 490＋ 22：19．97 157．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 49，687，100円 複勝： 70，058，400円 枠連： 18，710，300円
馬連： 81，945，500円 馬単： 33，226，800円 ワイド： 74，224，900円
3連複： 122，918，400円 3連単： 131，075，400円 計： 581，846，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 290円 � 2，880円 枠 連（6－7） 1，200円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 660円 �� 6，690円 �� 13，060円

3 連 複 ��� 60，690円 3 連 単 ��� 219，460円

票 数

単勝票数 計 496871 的中 � 121268（1番人気）
複勝票数 計 700584 的中 � 158093（1番人気）� 59699（4番人気）� 4544（16番人気）
枠連票数 計 187103 的中 （6－7） 11993（4番人気）
馬連票数 計 819455 的中 �� 31262（7番人気）
馬単票数 計 332268 的中 �� 7021（12番人気）
ワイド票数 計 742249 的中 �� 31308（4番人気）�� 2758（48番人気）�� 1406（74番人気）
3連複票数 計1229184 的中 ��� 1519（117番人気）
3連単票数 計1310754 的中 ��� 433（459番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．9―12．5―12．4―12．6―13．1―12．7―12．4―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．6―35．5―48．0―1：00．4―1：13．0―1：26．1―1：38．8―1：51．2―2：02．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．1
1
3

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

2
4

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

キングズパレス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Dubawi デビュー 2021．8．28 新潟9着

2019．4．28生 牡3鹿 母 ドバウィハイツ 母母 Rosie’s Posy 4戦1勝 賞金 8，600，000円
〔発走状況〕 ウェルシュゴールド号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 ウェルシュゴールド号は，発走調教再審査。
※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 アレナリア号・コスモダークナイト号



08089 4月17日 晴 稍重 （4中山3） 第8日 第5競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走12時20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

711 ペイシャエス 牡3栗 56 菅原 明良北所 直人氏 小西 一男 様似 髙村 伸一 482± 01：52．1 4．0�
22 ヴァレーデラルナ 牝3鹿 54 岩田 望来�ラ・メール 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 496－ 61：52．95 3．1�
710 ヴァーンフリート 牡3黒鹿56 川田 将雅 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 520－ 21：53．0クビ 5．7�
33 タヒチアンダンス 牝3栗 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 466－ 21：53．1� 3．8�
57 サクセスミノル 牡3芦 56 田辺 裕信吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 478± 01：53．2クビ 75．3	
812 スマイルオンミー 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 524－ 41：53．62� 59．7

56 ホウオウバリスタ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 酒井 亨 530＋ 41：53．81� 67．7�
44 ゼ ニ ッ ト 牡3黒鹿56 木幡 巧也福澤 真也氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 504± 01：54．33 411．9�
68 コンクエスト 牡3鹿 56 三浦 皇成前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－ 61：54．4� 16．8
69 ベネロングポイント 牡3栗 56 石橋 脩 �社台レースホース和田正一郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 61：55．03� 139．1�
11 ホウオウニンジャ 牡3黒鹿56 和田 竜二小笹 芳央氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 536± 01：55．21 33．5�
813 オヤノナナヒカリ 牡3黒鹿56 横山 武史 �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 新ひだか タガミファーム 444＋ 21：55．94 9．8�
45 タマモバンケット 牝3芦 54

52 △永野 猛蔵タマモ� 菊沢 隆徳 新ひだか 前田牧場 478＋ 4 （競走中止） 103．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 59，533，600円 複勝： 79，198，600円 枠連： 18，758，500円
馬連： 87，263，300円 馬単： 37，232，100円 ワイド： 75，038，000円
3連複： 133，215，900円 3連単： 155，739，200円 計： 645，979，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 130円 � 200円 枠 連（2－7） 400円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 270円 �� 520円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 5，850円

票 数

単勝票数 計 595336 的中 � 116636（3番人気）
複勝票数 計 791986 的中 � 147430（2番人気）� 192842（1番人気）� 77122（4番人気）
枠連票数 計 187585 的中 （2－7） 35983（1番人気）
馬連票数 計 872633 的中 �� 112004（2番人気）
馬単票数 計 372321 的中 �� 23107（3番人気）
ワイド票数 計 750380 的中 �� 78095（2番人気）�� 34586（7番人気）�� 36614（6番人気）
3連複票数 計1332159 的中 ��� 82632（2番人気）
3連単票数 計1557392 的中 ��� 19297（10番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．7―13．2―12．2―12．1―12．6―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．8―50．0―1：02．2―1：14．3―1：26．9―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペイシャエス �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2021．10．31 東京1着

2019．3．18生 牡3栗 母 リサプシュケ 母母 バレーダンシング 5戦2勝 賞金 19，025，000円
〔競走中止〕 タマモバンケット号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※ヴァレーデラルナ号・スマイルオンミー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

08090 4月17日 晴 稍重 （4中山3） 第8日 第6競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走12時55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
1：08．5
1：08．5

重
重

816 スラップショット �4鹿 57 大野 拓弥�ノースヒルズ 大竹 正博 新ひだか 桜井牧場 490－ 41：11．7 2．8�
48 アルマセクメト 牝4黒鹿55 三浦 皇成コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 472－ 41：12．01� 6．1�
59 フェイマスダンディ 牡4鹿 57 田中 勝春堀江 貞幸氏 深山 雅史 新ひだか 白井 吉美 472＋ 21：12．42� 12．0�
713 キングスバレイ 牡6栗 57 和田 竜二村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 518－ 41：12．61� 8．9�
611 アイルビーザワン �4栗 57

55 △永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 478－10 〃 ハナ 19．9�

714 ア イ ス マ ン 牡4芦 57 M．デムーロ岡 浩二氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 470－ 21：12．7	 8．1	

47 ネイチャーカレン 牡5黒鹿57 野中悠太郎 �サザンホールディング 根本 康広 新ひだか 高橋 修 480＋20 〃 クビ 31．1

24 
� デュアルキャリアー 牡6鹿 57 福永 祐一ライオンレースホース� 加藤士津八 米 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt 560＋101：13．01	 4．6�
12 ケイツーマルカ 牝4鹿 55 横山 武史楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 504＋ 41：13．1クビ 13．7�
23 フレンドパル 牝4鹿 55 江田 照男前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 452－101：13．31� 67．5
510 ジェラペッシュ 牝5鹿 55 吉田 豊柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 B460＋ 2 〃 ハナ 344．5�
11 デルマジゾウ 牡4芦 57 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 498＋141：13．51 141．9�
815 キョウエイロナ 牝4鹿 55 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 438＋ 21：13．6� 356．8�
35 ガラデレオン 牡5鹿 57 石川裕紀人山口 敦広氏 的場 均 新ひだか 落合 一巳 498－ 41：13．7	 106．3�
36 アテンフェアリー 牝6黒鹿55 丸田 恭介齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 482± 0 〃 アタマ 131．9�
612
� ピースフルタイム 牡5黒鹿57 木幡 巧也佐々木雄二氏 西田雄一郎 英 Shadai Cor-

poration 498＋151：14．44 113．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，878，900円 複勝： 65，906，800円 枠連： 16，866，700円
馬連： 81，948，300円 馬単： 33，522，400円 ワイド： 74，449，600円
3連複： 124，928，700円 3連単： 138，397，800円 計： 580，899，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 170円 � 370円 枠 連（4－8） 760円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 330円 �� 900円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 16，230円

票 数

単勝票数 計 448789 的中 � 125082（1番人気）
複勝票数 計 659068 的中 � 161072（1番人気）� 98343（2番人気）� 33347（7番人気）
枠連票数 計 168667 的中 （4－8） 17173（2番人気）
馬連票数 計 819483 的中 �� 80236（1番人気）
馬単票数 計 335224 的中 �� 20635（1番人気）
ワイド票数 計 744496 的中 �� 64363（1番人気）�� 20089（10番人気）�� 13609（16番人気）
3連複票数 計1249287 的中 ��� 24742（9番人気）
3連単票数 計1383978 的中 ��� 6182（33番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．8―12．2―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．9―47．1―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スラップショット �
�
父 Air Force Blue �

�
母父 Quality Road デビュー 2021．2．14 東京2着

2018．3．27生 �4鹿 母 ラックスフィールドロード 母母 Katori 8戦2勝 賞金 20，100，000円



08091 4月17日 晴 稍重 （4中山3） 第8日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13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

812 スズノイナズマ 牡4青鹿57 柴田 大知小紫 嘉之氏 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 490＋ 81：53．5 41．5�
68 アイアムイチリュウ 牡5黒鹿57 C．ルメール 堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 B508－ 2 〃 ハナ 1．5�
22 スパークインザアイ �5鹿 57 M．デムーロ西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：54．45 8．8�
79 セイハロートゥユー 牡4黒鹿57 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B504－ 21：54．61� 7．6�
56 � マサカウマザンマイ 牡4鹿 57 戸崎 圭太鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム 478－ 61：54．7� 25．7�
710� ヴ ァ ル ガ ス 牡4鹿 57 江田 照男�フクキタル 西田雄一郎 新冠 パカパカ

ファーム 512－ 21：55．44 42．6	
11 � ブルベアカイリ 牡5栗 57 和田 竜二�磯波勇F 深山 雅史 浦河 斉藤英牧場 512± 01：55．5クビ 6．0

811 ピースボヌール �5鹿 57 大野 拓弥 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 506± 0 〃 クビ 17．2�
67 サ ル ー テ �7鹿 57 菅原 明良小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 556± 01：56．03 45．0�
55 � ダイシンビルギニス 牡4黒鹿57 吉田 豊大八木秀子氏 戸田 博文 新ひだか 飛野牧場 508－ 81：56．53 89．7
33 ミユキダイアモンド 牝6鹿 55 野中悠太郎長井 純一氏 小西 一男 新ひだか 木村 秀則 456± 0 〃 ハナ 240．9�
44 � レディーオーソ 牝4黒鹿55 井上 敏樹吉田 勝利氏 天間 昭一 日高 前野牧場 484＋ 41：57．13� 461．0�
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売 得 金
単勝： 43，227，700円 複勝： 170，194，900円 枠連： 13，482，000円
馬連： 69，228，300円 馬単： 47，177，100円 ワイド： 63，950，700円
3連複： 111，882，000円 3連単： 220，100，600円 計： 739，243，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，150円 複 勝 � 360円 � 110円 � 190円 枠 連（6－8） 790円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 9，720円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，710円 �� 270円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 45，900円

票 数

単勝票数 計 432277 的中 � 8325（7番人気）
複勝票数 計1701949 的中 � 30343（7番人気）� 1269664（1番人気）� 77583（4番人気）
枠連票数 計 134820 的中 （6－8） 13110（4番人気）
馬連票数 計 692283 的中 �� 32930（6番人気）
馬単票数 計 471771 的中 �� 3638（22番人気）
ワイド票数 計 639507 的中 �� 28644（6番人気）�� 8424（20番人気）�� 68974（3番人気）
3連複票数 計1118820 的中 ��� 33751（11番人気）
3連単票数 計2201006 的中 ��� 3476（113番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．7―50．9―1：03．6―1：15．6―1：28．0―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズノイナズマ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．8．23 新潟13着

2018．5．30生 牡4青鹿 母 フローラルウインド 母母 ハ ル カ ゼ 15戦2勝 賞金 17，410，000円
〔制裁〕 ミユキダイアモンド号の騎手野中悠太郎は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番・4番）

08092 4月17日 晴 良 （4中山3） 第8日 第8競走 ��1，200�
そ で が う ら

袖 ケ 浦 特 別
発走13時55分 （芝・右・外）
4歳以上，2勝クラス，3．4．17以降4．4．10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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

712 マウンテンムスメ 牝4栗 54 武 豊西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 470＋ 61：08．6 3．2�
57 ラストリージョ 牝4鹿 53 柴田 大知 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 460± 01：08．81 34．5�
69 ショウナンラスボス 牡4栗 56 横山 武史国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 466± 01：09．01 6．3�
610 サイヤダンサー 牡5鹿 54 三浦 皇成西森 功氏 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 470＋ 21：09．1� 16．9�
814 ク ム シ ラ コ 牡4栗 54 大野 拓弥�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 470－ 2 〃 ハナ 20．6	
711 ア ビ エ ル ト 牡5鹿 56 M．デムーロ野嶋 祥二氏 杉山 佳明 浦河 富田牧場 494－ 81：09．2� 15．3

45 エレガンテレイナ 牝5鹿 52 吉田 隼人 �グリーンファーム高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 454＋12 〃 クビ 34．7�
58 デルマカンノン 牝4鹿 54 C．ルメール 浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 440－ 41：09．3� 3．7�
33 ゲンパチミーティア �4鹿 53 岩田 望来平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 458－ 8 〃 クビ 28．4
11 ルミナスライン 牝4鹿 53 津村 明秀 �ブルースターズファーム 清水 英克 日高 荒井ファーム 436± 01：09．4� 13．5�
34 ブロンズレッド 牡4栗 55 戸崎 圭太下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 520－ 21：09．5クビ 6．1�
46 � スズノフブキ �8鹿 52 武士沢友治小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 488± 0 〃 クビ 246．7�
813 コスモカッティーボ 牡5鹿 53 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 496＋ 21：09．81� 112．8�
22 ニルカンタテソーロ 牡5栗 53 永野 猛蔵了德寺健二ホール

ディングス� 小手川 準 浦河 桑田牧場 B454＋ 2 〃 クビ 101．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 51，549，000円 複勝： 74，642，200円 枠連： 19，345，500円
馬連： 105，565，300円 馬単： 40，336，300円 ワイド： 86，569，600円
3連複： 148，864，600円 3連単： 167，313，000円 計： 694，185，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 620円 � 210円 枠 連（5－7） 490円

馬 連 �� 5，480円 馬 単 �� 7，780円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 440円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 7，990円 3 連 単 ��� 49，140円

票 数

単勝票数 計 515490 的中 � 125173（1番人気）
複勝票数 計 746422 的中 � 158291（1番人気）� 22785（11番人気）� 95618（4番人気）
枠連票数 計 193455 的中 （5－7） 30015（1番人気）
馬連票数 計1055653 的中 �� 14919（21番人気）
馬単票数 計 403363 的中 �� 3887（30番人気）
ワイド票数 計 865696 的中 �� 14074（18番人気）�� 54873（2番人気）�� 7901（34番人気）
3連複票数 計1488646 的中 ��� 13969（24番人気）
3連単票数 計1673130 的中 ��� 2468（154番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．2―11．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―33．9―45．4―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マウンテンムスメ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ストーミングホーム デビュー 2020．8．8 札幌2着

2018．2．13生 牝4栗 母 ヤ マ ガ ー ル 母母 スガノグラスワン 17戦3勝 賞金 53，880，000円
［他本会外：1戦0勝］追 加 記 事（第 3回中山競馬第 7日第 1競走）

〔その他〕　　ホウオウポケット号は，競走中に疾病〔左第 1指節種子骨々折〕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。



08093 4月17日 曇 良 （4中山3） 第8日 第9競走 2，000�
の じ ま ざ き

野 島 崎 特 別
発走14時25分 （芝・右）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，55�
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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

56 パープルレディー 牝4鹿 55 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 416－ 82：01．0 7．2�
68 ヒューマンコメディ 牝5黒鹿55 三浦 皇成野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 492± 0 〃 クビ 6．5�
55 ブルームスベリー 牝5鹿 55 吉田 隼人 �社台レースホース嘉藤 貴行 千歳 社台ファーム B464± 0 〃 ハナ 14．1�
22 � ア ト ミ カ 牝7鹿 55 岩田 望来東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 444－ 22：01．2� 32．0�
812 エンジェルサークル 牝5黒鹿55 菅原 明良吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B442－ 2 〃 クビ 9．9�
44 バルバレスコ 牝5鹿 55 丸田 恭介 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 502－ 22：01．3� 24．9	
79 マリノソフィア 牝5黒鹿55 津村 明秀矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 458＋ 22：01．4クビ 51．6

11 ミ ア マ ン テ 牝5鹿 55 C．ルメール 吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 444－ 42：01．5� 3．9�
33 アオイゴールド 牝4黒鹿55 柴田 大知鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 474＋102：01．6� 3．2�
710 イ ザ ニ コ ス 牝4栗 55 戸崎 圭太 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 4 〃 クビ 31．4�
67 オータムヒロイン 牝4鹿 55 川田 将雅ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－ 22：01．91� 10．0�
811 ラヴィンフォール 牝5青鹿55 大野 拓弥大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 506± 02：03．07 269．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 59，467，800円 複勝： 85，467，600円 枠連： 24，071，600円
馬連： 122，725，100円 馬単： 47，487，900円 ワイド： 100，172，500円
3連複： 180，455，500円 3連単： 228，024，200円 計： 847，872，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 270円 � 210円 � 340円 枠 連（5－6） 820円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 4，090円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，160円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 7，370円 3 連 単 ��� 39，240円

票 数

単勝票数 計 594678 的中 � 65901（4番人気）
複勝票数 計 854676 的中 � 80836（5番人気）� 118917（3番人気）� 60604（7番人気）
枠連票数 計 240716 的中 （5－6） 22704（5番人気）
馬連票数 計1227251 的中 �� 40090（9番人気）
馬単票数 計 474879 的中 �� 8689（14番人気）
ワイド票数 計1001725 的中 �� 32723（8番人気）�� 21888（16番人気）�� 22682（15番人気）
3連複票数 計1804555 的中 ��� 18354（27番人気）
3連単票数 計2280242 的中 ��� 4212（132番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．6―12．1―12．4―12．2―12．0―11．8―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．9―49．0―1：01．4―1：13．6―1：25．6―1：37．4―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パープルレディー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．8．30 新潟2着

2018．2．10生 牝4鹿 母 メ リ ッ サ 母母 ストーミーラン 9戦3勝 賞金 34，869，000円
〔制裁〕 バルバレスコ号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

08094 4月17日 曇 稍重 （4中山3） 第8日 第10競走 ��
��1，200�

けいよう

京葉ステークス（Ｌ）
発走15時00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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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
1：08．5
1：08．5

重
重

48 レシプロケイト 牡6栗 56 川田 将雅ゴドルフィン 	島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506－ 81：10．5 6．6�

713 ア ポ ロ ビ ビ 牡6栗 58 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 464－ 21：10．92
 6．8�
611 ロードエース 牡7鹿 56 木幡 巧也 �ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 504＋ 41：11．0クビ 110．3�
36 シャイニーブランコ 牡6芦 56 C．ルメール 小林 昌志氏 小林 真也 平取 雅 牧場 454－ 21：11．21 21．5�
59 エンプティチェア 牡5鹿 56 和田 竜二江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 帰山 清貴 B480＋ 4 〃 クビ 98．8�
816 サイクロトロン 牡5鹿 57 菅原 明良金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B520－ 81：11．41� 15．9	
23 コパノマーキュリー 牡5鹿 56 岩田 望来小林 祥晃氏 村山 明 浦河 金成吉田牧場 508－ 41：11．6� 36．0

24 ロードアクア 牡6鹿 57 津村 明秀 �ロードホースクラブ 中村 直也 新ひだか ケイアイファーム 480＋ 4 〃 ハナ 55．0�
47 ヨ シ オ 牡9鹿 57 永野 猛蔵加藤 志明氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 492－ 8 〃 クビ 149．7�
714 イモータルスモーク 牡5鹿 56 M．デムーロ�レッドマジック金成 貴史 米

Edward A.
Seltzer & Bev-
erly Anderson

516－ 41：11．81
 11．9
510 ノンライセンス 牝6黒鹿55 戸崎 圭太黒川 暁子氏 松永 幹夫 平取 船越 伸也 468± 01：11．9アタマ 7．2�
11 ロイヤルパールス 牡7鹿 57 宮崎 北斗ロイヤルパーク 池添 兼雄 日高 坂 牧場 532－ 21：12．0
 8．2�
12  マリアズハート 牝6鹿 55 三浦 皇成 �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 496－ 61：12．1
 16．5�

35 ハコダテブショウ 牡4鹿 56 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 B490－ 61：12．84 4．1�
612 ショウナンアニメ 牡5鹿 56 吉田 隼人�湘南 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 496－141：13．12 28．3�
815 モントライゼ 牡4鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 500± 01：13．42 10．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 82，194，900円 複勝： 123，924，900円 枠連： 43，067，400円
馬連： 207，778，300円 馬単： 69，087，400円 ワイド： 151，196，800円
3連複： 315，657，700円 3連単： 303，234，200円 計： 1，296，141，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 230円 � 230円 � 2，110円 枠 連（4－7） 1，860円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 720円 �� 7，040円 �� 8，470円

3 連 複 ��� 55，080円 3 連 単 ��� 235，370円

票 数

単勝票数 計 821949 的中 � 98426（2番人気）
複勝票数 計1239249 的中 � 157371（2番人気）� 157107（3番人気）� 11960（15番人気）
枠連票数 計 430674 的中 （4－7） 17897（11番人気）
馬連票数 計2077783 的中 �� 72360（7番人気）
馬単票数 計 690874 的中 �� 11513（11番人気）
ワイド票数 計1511968 的中 �� 57478（3番人気）�� 5359（70番人気）�� 4443（77番人気）
3連複票数 計3156577 的中 ��� 4298（183番人気）
3連単票数 計3032342 的中 ��� 934（844番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．1―11．9―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．7―45．6―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．8
3 ・（1，5，12）11（6，9，15）14（4，10，16）（8，13）（3，2）－7 4 ・（1，5）11（6，12）（9，14）10（8，15，13）（4，16）（3，2）－7

勝馬の
紹 介

レシプロケイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2019．4．7 福島5着

2016．3．5生 牡6栗 母 アフェクショネット 母母 Loving Kindness 28戦5勝 賞金 117，451，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 ヨシオ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 アヴァンティスト号・アッシェンプッテル号・イメル号・ヴィーダ号・エイコーン号・キョウヘイ号・ケープコッド号・

ショーム号・チェアリングソング号・デュアリスト号・ニシノライトニング号・ヒデノヴィーナス号・
ブランクチェック号・ホウオウピースフル号・レジェーロ号

２レース目



08095 4月17日 曇 良 （4中山3） 第8日 第11競走 ��
��2，000�第82回皐 月 賞（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
牡・牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，牡馬57�，牝馬55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・中山馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 150，000，000円 60，000，000円 38，000，000円 23，000，000円 15，000，000円
付 加 賞 24，325，000円 6，950，000円 3，475，000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

中央レコード
レースレコード

1：57．8
1：56．1
1：57．8

良
良
良

714 ジ オ グ リ フ 牡3栗 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494－ 41：59．7 9．1�
818 イクイノックス 牡3青鹿57 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492＋101：59．81 5．7�
612 ドウデュース 牡3鹿 57 武 豊�キーファーズ 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496－ 82：00．01� 3．9�
11 ダノンベルーガ 牡3鹿 57 川田 将雅�ダノックス 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 504＋ 2 〃 クビ 5．0�
12 アスクビクターモア 牡3鹿 57 田辺 裕信廣崎利洋HD� 田村 康仁 千歳 社台ファーム 474± 02：00．1クビ 9．9	
611 オニャンコポン 牡3鹿 57 菅原 明良田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 クビ 19．0

36 ジャスティンロック 牡3黒鹿57 戸崎 圭太三木 正浩氏 吉岡 辰弥 浦河 酒井牧場 494－ 42：00．3	 35．0�
715 ラ ー グ ル フ 牡3黒鹿57 丸田 恭介村木 隆氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 488＋ 2 〃 クビ 162．7�
510 ジャスティンパレス 牡3青鹿57 M．デムーロ三木 正浩氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 458＋ 82：00．51� 20．9
48 ダンテスヴュー 牡3鹿 57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 〃 ハナ 86．2�
713 ビーアストニッシド 牡3黒鹿57 和田 竜二村中 徹氏 飯田 雄三 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 468－ 4 〃 クビ 72．7�
817 マテンロウレオ 牡3黒鹿57 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 B482＋ 4 〃 クビ 84．7�
24 キラーアビリティ 牡3青鹿57 横山 武史 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 468± 02：00．6
 7．6�
47 ボーンディスウェイ 牡3黒鹿57 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 490－ 42：00．7クビ 49．3�
35 グランドライン 牡3青鹿57 三浦 皇成�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 514－ 42：00．91� 210．9�
816 デ シ エ ル ト 牡3黒鹿57 岩田 康誠�ラ・メール 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 512＋ 22：01．32
 15．5�
59 サトノヘリオス 牡3鹿 57 岩田 望来 �サトミホースカンパニー 友道 康夫 千歳 社台ファーム 472－ 22：01．72
 47．5�
23 トーセンヴァンノ 牡3黒鹿57 木幡 巧也島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 478± 02：02．76 311．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 1，273，865，900円 複勝： 1，232，511，300円 枠連： 602，353，100円 馬連： 2，851，953，200円 馬単： 1，018，813，100円
ワイド： 1，995，109，800円 3連複： 5，364，347，500円 3連単： 7，358，365，800円 5重勝： 736，538，100円 計： 22，433，857，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 240円 � 210円 � 140円 枠 連（7－8） 1，730円

馬 連 �� 3，570円 馬 単 �� 7，540円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 530円 �� 550円

3 連 複 ��� 4，190円 3 連 単 ��� 32，840円

5 重 勝
対象競走：阪神10R／中山10R／福島11R／阪神11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 3，202，330円

票 数

単勝票数 計12738659 的中 � 1114568（5番人気）
複勝票数 計12325113 的中 � 1115068（5番人気）� 1406231（2番人気）� 2803310（1番人気）
枠連票数 計6023531 的中 （7－8） 268496（8番人気）
馬連票数 計28519532 的中 �� 619073（14番人気）
馬単票数 計10188131 的中 �� 101319（29番人気）
ワイド票数 計19951098 的中 �� 417930（12番人気）�� 1063377（1番人気）�� 1000475（3番人気）
3連複票数 計53643475 的中 ��� 959081（10番人気）
3連単票数 計73583658 的中 ��� 162423（94番人気）
5重勝票数 計7365381 的中 ����� 161

ハロンタイム 12．6―11．0―11．6―12．2―12．8―12．3―12．3―12．0―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．2―47．4―1：00．2―1：12．5―1：24．8―1：36．8―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．9
1
3

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

2
4

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

ジ オ グ リ フ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．6．26 東京1着

2019．2．25生 牡3栗 母 アロマティコ 母母 ナ ス カ 5戦3勝 賞金 235，814，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 オウケンボルト号・ナニハサテオキ号・メイショウラナキラ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりジオグリフ号・イクイノックス号・ドウデュース号・ダノンベルーガ号・アスクビクターモア号は，
東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。

08096 4月17日 曇 良 （4中山3） 第8日 第12競走 ��2，500�サンシャインステークス
発走16時25分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス，3．4．17以降4．4．10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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

11 パラダイスリーフ 牡6黒鹿57 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494－ 42：32．8 3．0�

812 ブレークアップ 牡4栗 54 戸崎 圭太阿部東亜子氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 494－ 22：33．01� 13．2�
57 ヴェラアズール 牡5青 55 岩田 望来 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 22：33．21� 5．3�
813� ターキッシュパレス 牡5青鹿55 横山 典弘ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 484－ 62：33．83� 11．2�
68 コーストライン 牝4鹿 52 永野 猛蔵吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 460－ 42：33．9� 19．3�
44 ベデザンジュ 牝5鹿 53 吉田 隼人	G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－122：34．0� 23．9

710 ロードトゥフェイム 牡4鹿 55 菅原 明良岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 492－ 62：34．31� 4．2�
45 サトノラディウス 	6鹿 56 三浦 皇成 	サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム B484－ 42：34．4クビ 15．8�
69 フィリオアレグロ 牡5鹿 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B508＋322：34．5� 8．1
33 マイネルコロンブス 牡5鹿 55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 2 〃 クビ 52．7�
22 ノーチカルチャート 牡6青鹿55 大野 拓弥 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 494± 02：34．6� 37．5�
56 サンレイファイト 牡6栗 53 石川裕紀人永井 啓弍氏 茶木 太樹 平取 びらとり牧場 466－122：35．02 290．6�
711 エターナルヴィテス 牡6鹿 53 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 486＋ 42：35．74 155．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 169，995，100円 複勝： 210，746，200円 枠連： 63，021，100円
馬連： 319，619，000円 馬単： 130，345，000円 ワイド： 268，773，100円
3連複： 513，344，000円 3連単： 686，269，400円 計： 2，362，112，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 300円 � 190円 枠 連（1－8） 900円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 810円 �� 430円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 16，400円

票 数

単勝票数 計1699951 的中 � 449602（1番人気）
複勝票数 計2107462 的中 � 435009（1番人気）� 148559（7番人気）� 286545（3番人気）
枠連票数 計 630211 的中 （1－8） 53682（3番人気）
馬連票数 計3196190 的中 �� 124031（7番人気）
馬単票数 計1303450 的中 �� 33430（9番人気）
ワイド票数 計2687731 的中 �� 83067（8番人気）�� 171389（2番人気）�� 58967（16番人気）
3連複票数 計5133440 的中 ��� 100278（10番人気）
3連単票数 計6862694 的中 ��� 30335（37番人気）

ハロンタイム 7．3―11．0―11．5―11．4―12．1―12．8―12．3―12．8―13．0―13．1―12．4―11．5―11．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．3―18．3―29．8―41．2―53．3―1：06．1―1：18．4―1：31．2―1：44．2―1：57．3―2：09．7―2：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→」 上り4F48．6―3F35．5
1
�
11＝12－1，13（2，8）（4，9，10）（3，5）－（6，7）
11－12－1，13（2，8）9（4，3，5，10）（6，7）

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

勝馬の
紹 介

パラダイスリーフ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．2．23 中山1着

2016．5．28生 牡6黒鹿 母 シルキーラグーン 母母 シーヴィーナス 7戦4勝 賞金 66，035，000円

５レース目



（4中山3）第8日 4月17日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

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

505，450，000円
13，830，000円
33，020，000円
36，550，000円
67，160，000円
80，803，000円
5，616，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
1，958，401，100円
2，331，420，900円
868，934，700円
4，129，710，400円
1，558，349，500円
3，074，902，900円
7，329，250，300円
9，769，845，200円
736，538，100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
5 重 勝
計 31，757，353，100円

総入場人員 9，102名 （有料入場人員 8，352名）



令和4年度 第3回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，360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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，345，190，000円
36，060，000円
222，420，000円
48，520，000円
302，560，000円
5，000，000円
598，935，000円
41，421，000円
13，056，000円

勝馬投票券売得金
7，177，191，400円
9，903，833，000円
2，886，468，100円
14，300，844，500円
5，939，403，100円
11，544，249，300円
23，862，086，000円
30，763，598，400円
736，538，100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
5 重 勝
計 107，114，211，900円

総入場延人員 52，971名 （有料入場延人員 50，155名）
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