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08001 3月10日 晴 重 （30中京2）第1日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走9時50分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．0
1：08．7

重
重

23 メイショウキタグニ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 454± 01：12．1 2．0�
12 ペイシャオブライフ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希北所 直人氏 高橋 義博 新冠 隆栄牧場 476－ 21：13．69 44．3�
35 スリーミニオン 牡3栗 56 長岡 禎仁永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B460－ 61：14．02� 32．8�
714 ビッグウェーブ 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁�KTレーシング 西園 正都 浦河 杵臼牧場 472＋ 21：14．42� 3．4�
36 タ ユ ウ グ ロ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也田畑 利彦氏 小崎 憲 浦河 笹島 政信 508＋ 11：14．61� 16．1�
816 キャンディソング 牝3鹿 54 秋山真一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 飯田 祐史 日高 シンボリ牧場 440－ 41：14．7� 4．3	
24 セイユウガッツ 牡3栗 56

54 △森 裕太朗松岡 正二氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 466＋ 51：15．33� 216．4

59 ラブザワールド 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 412－ 81：15．51� 84．3�

48 シゲルキュウリ 牡3鹿 56 横山 和生森中 蕃氏 清水 英克 新ひだか タガミファーム 464± 0 〃 クビ 60．5�
612 グッドモーメント 牝3青鹿54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 404－ 81：15．82 245．9
815 ノボサプライズ 牝3栗 54 原田 和真�LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 414± 01：15．9� 137．3�
47 サンドーバー 牝3青鹿54 西田雄一郎 �加藤ステーブル 萱野 浩二 むかわ 佐久間 孝司 444－ 81：16．32� 312．8�
11 レヴェナント 牡3鹿 56 柴山 雄一髙嶋 祐子氏 和田 雄二 浦河 有限会社

吉田ファーム 416＋121：16．4クビ 33．9�
510 ハクサンテンシ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 402＋101：16．61� 108．4�
713 ワールドカフェ 	3栗 56 川島 信二寺田千代乃氏 斉藤 崇史 新ひだか 矢野牧場 506－181：17．66 23．9�
611 テイケイラグーン 牡3黒鹿 56

53 ▲西村 淳也兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新ひだか 高橋 義浩 476 ―1：23．3大差 138．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，095，500円 複勝： 23，722，100円 枠連： 8，177，300円
馬連： 28，656，100円 馬単： 17，299，100円 ワイド： 22，110，700円
3連複： 46，294，000円 3連単： 63，052，400円 計： 224，407，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 770円 � 530円 枠 連（1－2） 1，730円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 900円 �� 560円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 11，680円 3 連 単 ��� 39，330円

票 数

単勝票数 計 150955 的中 � 58071（1番人気）
複勝票数 計 237221 的中 � 102877（1番人気）� 4724（8番人気）� 7132（6番人気）
枠連票数 計 81773 的中 （1－2） 3659（6番人気）
馬連票数 計 286561 的中 �� 8437（7番人気）
馬単票数 計 172991 的中 �� 3397（11番人気）
ワイド票数 計 221107 的中 �� 6301（9番人気）�� 10714（5番人気）�� 1534（27番人気）
3連複票数 計 462940 的中 ��� 2971（29番人気）
3連単票数 計 630524 的中 ��� 1162（102番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．4―12．4―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．4―34．8―47．2―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウキタグニ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．6．17 阪神6着

2015．5．22生 牡3黒鹿 母 メイショウコブシ 母母 ステイトリースター 7戦1勝 賞金 9，600，000円
〔発走状況〕 レヴェナント号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンドーバー号・レヴェナント号・ハクサンテンシ号・ワールドカフェ号・テイケイラグーン号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 トーセンハルカ号・ロイズブルー号
（非抽選馬） 3頭 クールフォール号・バルフルーリー号・ホウオウカーニバル号

08002 3月10日 晴 重 （30中京2）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

814 スターリングブルス 牝3栗 54
53 ☆小崎 綾也藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 480－101：55．6 2．4�

69 キクノロージズ 牝3芦 54 北村 友一菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 468－ 21：56．77 3．1�
11 クロフネプリンセス 牝3栗 54

53 ☆義 英真サイプレスホール
ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 428－ 41：56．91� 7．9�

34 クイーンステッラ 牝3黒鹿54 丸田 恭介ライオンレースホース� 飯田 雄三 新ひだか 片岡 博 470－ 6 〃 ハナ 63．5�
610 サンタローザ 牝3栗 54

51 ▲富田 暁 �カナヤマホール
ディングス 池添 学 新ひだか 中田 英樹 452＋ 41：57．21� 13．0�

33 ヴォーティブ 牝3栗 54 D．バルジュー 佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 516－ 61：57．3� 30．7	
（伊）

22 ミトノクイーン 牝3黒鹿54 岡部 誠ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか タガミファーム B462－ 81：57．4クビ 15．2

（愛知）

712 シ ュ ヌ ー ク 牝3青鹿54 長岡 禎仁 �様似共栄牧場 柄崎 孝 様似 様似共栄牧場 416－ 61：58．67 522．7�
46 ペイシャデザイヤー 牝3栗 54

51 ▲横山 武史北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 土田 扶美子 464－ 81：58．7� 72．2
57 ソ ム タ ム 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 松本牧場 456－141：59．02 130．5�
813 エンジェルリード 牝3鹿 54 柴山 雄一広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 452＋ 21：59．53 6．4�
58 フェイスマーク 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 458－101：59．92� 77．8�
45 サニージューク 牝3鹿 54 津村 明秀 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 440－ 42：00．21� 114．3�
711 アンイールディング 牝3黒鹿 54

52 △森 裕太朗山口 敦広氏 和田正一郎 新ひだか 酒井 秀紀 454－ 42：03．1大差 281．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 16，140，300円 複勝： 23，346，700円 枠連： 9，602，200円
馬連： 26，977，200円 馬単： 14，555，500円 ワイド： 19，149，900円
3連複： 36，397，300円 3連単： 46，745，600円 計： 192，914，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 110円 � 140円 枠 連（6－8） 230円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 230円 �� 430円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 4，890円

票 数

単勝票数 計 161403 的中 � 53221（1番人気）
複勝票数 計 233467 的中 � 53546（2番人気）� 57788（1番人気）� 36869（3番人気）
枠連票数 計 96022 的中 （6－8） 31114（1番人気）
馬連票数 計 269772 的中 �� 40577（1番人気）
馬単票数 計 145555 的中 �� 10660（1番人気）
ワイド票数 計 191499 的中 �� 23401（1番人気）�� 10729（4番人気）�� 10371（5番人気）
3連複票数 計 363973 的中 ��� 24069（2番人気）
3連単票数 計 467456 的中 ��� 6924（6番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．9―12．8―12．4―12．9―13．6―13．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．2―50．0―1：02．4―1：15．3―1：28．9―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．3
1
3

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

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

スターリングブルス �
�
父 ハードスパン �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2017．12．10 阪神2着

2015．4．6生 牝3栗 母 イ リ デ 母母 Red Duchess 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンイールディング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月10日まで平

地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第２回 中京競馬 第１日



08003 3月10日 晴 重 （30中京2）第1日 第3競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （ダート・左）

若手騎手，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

610 タ ラ ニ ス 牡3黒鹿 56
53 ▲富田 暁藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 B478－ 61：26．1 2．9�

22 ビーアマルフィ 牝3芦 54
53 ☆小崎 綾也馬場 祥晃氏 牧田 和弥 日高 日高大洋牧場 420± 01：26．41� 54．9�

814 カシマフウリン 牝3栗 54 長岡 禎仁松浦 一久氏 奥村 武 新ひだか 金舛 幸夫 468－10 〃 ハナ 7．8�
11 マッシヴコマンダー 牡3栗 56

53 ▲川又 賢治小川 勲氏 大橋 勇樹 日高 木村牧場 502－ 8 〃 アタマ 60．8�
33 サンシャンペーン 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史加藤 信之氏 小野 次郎 厚真 大川牧場 468＋ 41：27．14 11．4�
46 ブラックバローズ 牡3黒鹿 56

55 ☆井上 敏樹猪熊 広次氏 尾形 和幸 新ひだか タイヘイ牧場 504＋ 21：27．41� 4．1�
57 アイランドクイーン 牝3鹿 54

53 ☆義 英真大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 442＋ 2 〃 ハナ 109．6	
813 サンクトゥスレーン 牡3栗 56 原田 和真 
コスモヴューファーム 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 2 〃 クビ 72．0�
712 ウィンターパレス 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 初也 H.R.H．プリンセス・ハヤ 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484－ 41：27．61 3．8�

34 ロケットクイーン 牝3鹿 54
53 ☆木幡 巧也市川義美ホール

ディングス 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 460－ 61：29．09 18．5�
58 メイショウエンゼル 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 480＋ 41：29．1クビ 71．0�
45 セイウンネルソン 牡3黒鹿 56

53 ▲西村 淳也西山 茂行氏 池上 昌和 新ひだか 小倉 光博 448－ 61：29．52� 31．4�
711 コウエイスーシェフ �3栗 56

54 △森 裕太朗伊東 政清氏 山内 研二 日高 庄野牧場 446＋ 81：29．6� 43．3�
69 ク レ マ ン 牝3芦 54 伴 啓太片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上 欽哉 464－ 6 〃 アタマ 59．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，708，900円 複勝： 25，404，600円 枠連： 7，190，900円
馬連： 30，638，700円 馬単： 15，331，200円 ワイド： 22，199，600円
3連複： 41，246，200円 3連単： 50，248，200円 計： 209，968，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 1，150円 � 220円 枠 連（2－6） 6，290円

馬 連 �� 8，340円 馬 単 �� 15，180円

ワ イ ド �� 2，660円 �� 490円 �� 4，160円

3 連 複 ��� 16，720円 3 連 単 ��� 109，070円

票 数

単勝票数 計 177089 的中 � 47413（1番人気）
複勝票数 計 254046 的中 � 50723（2番人気）� 4192（11番人気）� 30576（4番人気）
枠連票数 計 71909 的中 （2－6） 885（13番人気）
馬連票数 計 306387 的中 �� 2844（20番人気）
馬単票数 計 153312 的中 �� 757（37番人気）
ワイド票数 計 221996 的中 �� 2058（22番人気）�� 12780（4番人気）�� 1302（39番人気）
3連複票数 計 412462 的中 ��� 1850（47番人気）
3連単票数 計 502482 的中 ��� 334（303番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ ラ ニ ス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Running Stag デビュー 2017．6．17 阪神7着

2015．3．3生 牡3黒鹿 母 クロチェーラ 母母 Personal Delight 8戦1勝 賞金 10，350，000円

08004 3月10日 晴 重 （30中京2）第1日 第4競走 ��1，900�サラブレッド系3歳
発走11時15分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

44 サトノエメラルド 牡3鹿 56 北村 友一 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 千歳 社台ファーム 474－ 42：01．1 4．0�
45 マ ト ラ ッ セ 牡3鹿 56 D．バルジュー 嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 472－ 42：02．05 4．4�

（伊）

68 ヤマカツケンザン 牡3鹿 56
53 ▲富田 暁山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 520± 02：02．53 2．3�

56 デルマバラライカ 牡3黒鹿56 横山 和生浅沼 廣幸氏 天間 昭一 千歳 社台ファーム 516－ 22：03．45 41．5�
33 クルスブランカ 牝3黒鹿 54

53 ☆義 英真 �キャロットファーム 高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋ 8 〃 クビ 38．6	

812 ショウナンバローロ 牡3鹿 56
55 ☆木幡 巧也国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 シンボリ牧場 490＋ 22：03．61� 19．0


710 エールブラン 牡3芦 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 上原 博之 新ひだか 井高牧場 506＋ 22：04．34 26．4�
11 アリュールベルン 牡3芦 56 菱田 裕二四本 昭弘氏 �島 一歩 平取 北島牧場 482＋ 2 〃 ハナ 7．1�
57 ラベンデュラン 牡3鹿 56 国分 優作ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 430＋ 82：04．4� 47．8
22 セ イ ゲ イ ル 牡3鹿 56 �島 克駿金田 成基氏 安田 翔伍 白老 習志野牧場 482－162：04．5� 65．5�
69 ウインオーバーカム 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 22：06．110 339．9�
711 ウェブマスター 牡3黒鹿56 丸田 恭介石川 達絵氏 奥村 武 浦河 市川フアーム 482－ 82：07．16 273．4�
813 ネイチャータイム 牡3鹿 56 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 日高 中川 欽一 418－122：07．31 45．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，209，700円 複勝： 20，856，100円 枠連： 8，622，400円
馬連： 25，527，200円 馬単： 15，000，700円 ワイド： 19，871，100円
3連複： 38，024，300円 3連単： 51，500，800円 計： 198，612，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 130円 � 110円 枠 連（4－4） 1，060円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 390円 �� 260円 �� 240円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 5，660円

票 数

単勝票数 計 192097 的中 � 37796（2番人気）
複勝票数 計 208561 的中 � 33375（3番人気）� 36412（2番人気）� 59405（1番人気）
枠連票数 計 86224 的中 （4－4） 6253（4番人気）
馬連票数 計 255272 的中 �� 15748（4番人気）
馬単票数 計 150007 的中 �� 5648（7番人気）
ワイド票数 計 198711 的中 �� 11619（4番人気）�� 20308（2番人気）�� 22537（1番人気）
3連複票数 計 380243 的中 ��� 33031（2番人気）
3連単票数 計 515008 的中 ��� 6591（10番人気）

ハロンタイム 7．3―11．6―11．5―13．5―13．4―12．7―12．6―12．9―12．8―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．9―30．4―43．9―57．3―1：10．0―1：22．6―1：35．5―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノエメラルド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2018．2．18 小倉10着

2015．5．12生 牡3鹿 母 トレアンサンブル 母母 ダイナアクトレス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウェブマスター号・ネイチャータイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月

10日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



08005 3月10日 晴 稍重 （30中京2）第1日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時05分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：30．7

良
良

34 カーサデルシエロ 牝3黒鹿54 北村 友一下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 448 ―1：36．7 4．9�
611 サクラユニヴァース 牝3青鹿54 津村 明秀�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡牧場 468 ― 〃 クビ 20．3�
59 ソルフェージュ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也ライオンレースホース� 小崎 憲 新ひだか タイヘイ牧場 434＋ 41：36．91 157．9�
610� フロリダロス 牡3鹿 56 国分 優作 �コスモヴューファーム 西園 正都 米

Southern Chase
Farm, Inc., Karen
Dodd & Greg Dodd

486± 01：37．0� 2．7	
47 ユイフェンネル 牡3青鹿56 藤岡 康太�キーファーズ 松永 幹夫 新ひだか 佐藤 陽一 464＋ 61：37．21	 12．3

815 マリノエクスプレス 牝3黒鹿54 丸田 恭介矢野まり子氏 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 426－ 6 〃 ハナ 24．1�
814 ナンヨーオートヌ 牡3青鹿56 
島 克駿中村 德也氏 松田 国英 浦河 栄進牧場 490－ 21：37．41	 32．8�
11 エマブルーム 牝3黒鹿54 丸山 元気横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 442 ― 〃 ハナ 47．2
712 クリノダイヤモンド 牡3黒鹿56 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 むかわ 上水牧場 482＋ 81：37．61	 13．5�
58 ナ タ ー シ ャ 牝3青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470＋ 6 〃 クビ 94．2�
46 ワンダースイルーロ 牡3黒鹿56 中谷 雄太山本 能成氏 森田 直行 新ひだか フクダファーム 500 ―1：38．13 15．8�
23 デンコウキングダム 牡3栗 56

54 △森 裕太朗田中 康弘氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田牧場 412± 01：38．2� 353．4�
35 ラプトレックス 牡3栗 56 松若 風馬 �キャロットファーム 宮本 博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 21：38．73 3．5�
22 アランフェスリリー 牝3鹿 54

53 ☆義 英真大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 
川 啓一 500 ―1：38．91	 58．7�
713 アイファーパレード 牝3黒鹿54 藤懸 貴志中島 稔氏 
島 一歩 新冠 川上牧場 440 ―1：52．7大差 332．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，231，500円 複勝： 22，440，400円 枠連： 9，744，300円
馬連： 29，020，100円 馬単： 15，836，500円 ワイド： 23，282，800円
3連複： 43，884，400円 3連単： 54，460，100円 計： 215，900，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 250円 � 550円 � 2，560円 枠 連（3－6） 270円

馬 連 �� 6，810円 馬 単 �� 12，020円

ワ イ ド �� 2，540円 �� 11，890円 �� 18，610円

3 連 複 ��� 201，920円 3 連 単 ��� 877，410円

票 数

単勝票数 計 172315 的中 � 27834（3番人気）
複勝票数 計 224404 的中 � 27636（3番人気）� 10458（8番人気）� 1977（13番人気）
枠連票数 計 97443 的中 （3－6） 27442（1番人気）
馬連票数 計 290201 的中 �� 3302（21番人気）
馬単票数 計 158365 的中 �� 988（39番人気）
ワイド票数 計 232828 的中 �� 2406（22番人気）�� 502（62番人気）�� 320（71番人気）
3連複票数 計 438844 的中 ��� 163（214番人気）
3連単票数 計 544601 的中 ��� 45（1140番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．8―12．3―12．1―12．1―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―35．9―48．2―1：00．3―1：12．4―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．4

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

勝馬の
紹 介

カーサデルシエロ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2015．3．25生 牝3黒鹿 母 ダイワエルシエーロ 母母 ロンドンブリッジ 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 フロリダロス号の騎手国分優作は，最後の直線コースで外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〕 アイファーパレード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月10日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 ショウナンザブーン号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 トウシンカイザー号・ノボリレーヴ号・フィエール号・ヘブンリーデイズ号

08006 3月10日 晴 重 （30中京2）第1日 第6競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走12時35分（番組第8競走を順序変更） （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

77 ヒルノアトラーニ 牡4青鹿57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 522＋ 22：00．9 4．9�
44 フュージョンロック 牡4栗 57 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 490＋ 2 〃 クビ 1．6�
88 スズカマイゲスト 牡4鹿 57 �島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 474－ 82：01．0� 22．8�
33 フレグラントブレス 牝5芦 55 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 490－ 42：01．21� 4．2�
11 ワイルドゲーム 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也合同会社小林英一
ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B492－ 42：01．52 26．2�

55 	 サンマルタイトル 牝4栗 55
53 △森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 浦河 中村 雅明 452－ 42：02．35 56．9	

22 プ エ ル ト 
6鹿 57 岡部 誠池谷 誠一氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム B534－ 4 〃 クビ 9．9

（愛知）

66 	 リ ー ダ ー ズ 牡6鹿 57 柴山 雄一平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B490－ 82：04．8大差 48．8�
（8頭）

売 得 金
単勝： 17，525，900円 複勝： 52，370，200円 枠連： 発売なし
馬連： 26，457，100円 馬単： 18，105，400円 ワイド： 17，363，200円
3連複： 32，904，800円 3連単： 83，526，900円 計： 248，253，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 130円 � 110円 � 270円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，040円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 9，100円

票 数

単勝票数 計 175259 的中 � 28313（3番人気）
複勝票数 計 523702 的中 � 39611（3番人気）� 389944（1番人気）� 11205（5番人気）
馬連票数 計 264571 的中 �� 61154（1番人気）
馬単票数 計 181054 的中 �� 13216（4番人気）
ワイド票数 計 173632 的中 �� 30027（2番人気）�� 3568（13番人気）�� 6600（9番人気）
3連複票数 計 329048 的中 ��� 13171（7番人気）
3連単票数 計 835269 的中 ��� 6652（31番人気）

ハロンタイム 7．6―11．9―11．9―13．6―13．1―11．7―12．4―13．2―12．4―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．6―19．5―31．4―45．0―58．1―1：09．8―1：22．2―1：35．4―1：47．8

コーナー
通過順位

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

2
4
4，8（3，6）（2，7）1－5
7，4（3，8，1）2，6－5

勝馬の
紹 介

ヒルノアトラーニ �

父 マンハッタンカフェ �


母父 Harlan’s Holiday デビュー 2017．5．21 東京17着

2014．4．25生 牡4青鹿 母 ハーランズルビー 母母 Smiling Eyes 7戦2勝 賞金 17，900，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



08007 3月10日 晴 稍重 （30中京2）第1日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時05分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
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
1：58．3
1：56．1

良
良

23 ブラックジェイド 牡4黒鹿57 太宰 啓介 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 528± 02：00．9 4．7�

611� クリデュクール 牡4栗 57 北村 友一 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 492－202：02．28 2．5�
11 キャリアベスト 牡4栗 57 丸山 元気�明栄商事 小西 一男 新ひだか 増本牧場 498± 0 〃 ハナ 5．6�
24 ピースマインド 牡5鹿 57 小林 徹弥小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 452－ 82：02．52 16．4�
47 タガノヤグラ 牡4栗 57 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468＋ 4 〃 ハナ 26．4	
510 アイノカケハシ 牝6鹿 55 津村 明秀國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 438－ 62：02．71 55．8

48 ウインシトリン 牝4黒鹿55 D．バルジュー �ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 432－14 〃 アタマ 61．3�

（伊）

12 アンタガシャチョウ 牡4黒鹿57 松若 風馬 �ミキハウスHKサービス 野中 賢二 日高 下河辺牧場 522－ 4 〃 クビ 29．6�
36 ブラックカード 牡4黒鹿57 秋山真一郎岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 460＋ 82：02．91	 16．0
714� モ ハ ー 牝4栗 55

54 ☆義 英真北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 484＋ 82：03．11 93．4�
815 ダノンスターズ 牡4黒鹿 57

54 ▲富田 暁�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか 矢野牧場 456＋ 6 〃 クビ 5．7�
816 プレシャスメイト 牝6鹿 55

54 ☆小崎 綾也飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 B448－14 〃 ハナ 43．8�
713� マ リ ネ リ ス 牝5鹿 55

53 △森 裕太朗今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 414＋ 22：03．41
 269．9�
35 ジ ャ ガ ン ツ 牡5鹿 57 菱田 裕二 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 526－ 82：03．71� 65．6�
612 クラウンマグマ 牡5黒鹿57 柴山 雄一矢野 恭裕氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 466－ 22：04．76 465．1�
59 アンネリース 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 42：05．33
 63．6�

817� ゴールドアラシ 牡5黒鹿 57
56 ☆木幡 初也 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 日高 豊郷牧場 492－ 52：05．72
 251．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 24，535，100円 複勝： 34，708，500円 枠連： 11，402，500円
馬連： 39，134，500円 馬単： 19，854，400円 ワイド： 28，958，900円
3連複： 55，477，400円 3連単： 69，689，900円 計： 283，761，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 130円 � 140円 枠 連（2－6） 550円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 380円 �� 500円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 7，650円

票 数

単勝票数 計 245351 的中 � 40925（2番人気）
複勝票数 計 347085 的中 � 49172（4番人気）� 81058（1番人気）� 63848（2番人気）
枠連票数 計 114025 的中 （2－6） 15848（1番人気）
馬連票数 計 391345 的中 �� 43115（1番人気）
馬単票数 計 198544 的中 �� 8982（4番人気）
ワイド票数 計 289589 的中 �� 19401（3番人気）�� 13995（5番人気）�� 24847（1番人気）
3連複票数 計 554774 的中 ��� 31009（1番人気）
3連単票数 計 696899 的中 ��� 6597（7番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．4―12．5―12．0―11．9―12．1―11．7―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―35．9―48．4―1：00．4―1：12．3―1：24．4―1：36．1―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．5
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブラックジェイド �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．10．30 京都2着

2014．4．9生 牡4黒鹿 母 クイーンナイサー 母母 ナ イ サ ー 12戦2勝 賞金 31，354，000円
〔発走状況〕 アンネリース号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 クリデュクール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クリデュクール号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年4月10日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

08008 3月10日 晴 稍重 （30中京2）第1日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時40分（番組第6競走を順序変更） （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

本 賞 7，500，000円 2，450，000
2，450，000

円
円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

47 レ イ ダ ー 牡4鹿 57 藤岡 康太石川 達絵氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 524－ 61：24．3 1．8�
12 カガヤクミナノユメ �4栗 57 横山 和生國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 500－ 21：24．72	 14．9�
510
 クワッドアーチ 牡5鹿 57 柴山 雄一 �シルクレーシング 池上 昌和 米 Woodford

Thoroughbreds B546－14 〃 同着 25．1�
48 � グランティエラ 牡4鹿 57 岡部 誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 502－ 11：24．8	 20．9�
（愛知）

713 キングレイスター 牡4鹿 57
54 ▲富田 暁伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 490＋101：25．01� 180．7	

24 ウォーターミリオン 牡5栗 57
54 ▲西村 淳也山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 436－ 41：25．1	 150．5


36 クインズマラクータ 牡4栗 57 松若 風馬亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 516＋ 21：25．41	 16．8�
11 サンマルライバル 牡4青鹿57 川須 栄彦相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 482＋ 8 〃 アタマ 144．9�
35 � ブルベアバック 牡4鹿 57

56 ☆小崎 綾也森中 蕃氏 高橋 裕 新ひだか 斉藤スタッド 444－ 11：25．61	 34．8
59 シトラスクーラー �5鹿 57 北村 友一�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 466－101：25．7クビ 10．7�
816 フ ィ ス キ オ 牡4栗 57 秋山真一郎�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 476－ 61：25．8	 5．0�
23 ダ イ フ ク 牡5黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 492－ 21：25．9	 55．9�
611� ウノピアットブリオ �4栗 57 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 480－ 3 〃 ハナ 68．6�
714 サンライズカラマ 牡4栗 57

56 ☆義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 490－ 21：26．11� 20．7�

815
 アースコレクション 牡5鹿 57 丸山 元気 �グリーンファーム尾関 知人 米
Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

518－141：26．52	 11．5�
612� リネンジェット 牡5青鹿 57

54 ▲横山 武史戸山 昌彦氏 南田美知雄 日高 前川 義則 512－161：27．35 705．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，498，200円 複勝： 37，378，300円 枠連： 13，477，700円
馬連： 44，254，200円 馬単： 23，638，400円 ワイド： 36，480，700円
3連複： 61，781，000円 3連単： 81，712，100円 計： 326，220，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 �
�

340円
450円 枠 連（1－4）（4－5）

740円
370円

馬 連 ��
��

690円
1，450円 馬 単 ��

��
1，050円
2，150円

ワ イ ド ��
��

520円
930円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 8，700円 3 連 単 ���
���

17，810円
20，250円

票 数

単勝票数 計 274982 的中 � 116395（1番人気）
複勝票数 計 373783 的中 � 121618（1番人気）� 21466（4番人気）� 15329（9番人気）
枠連票数 計 134777 的中 （1－4） 6626（5番人気）（4－5） 14575（2番人気）
馬連票数 計 442542 的中 �� 25427（3番人気）�� 11380（12番人気）
馬単票数 計 236384 的中 �� 8587（4番人気）�� 4042（13番人気）
ワイド票数 計 364807 的中 �� 18967（3番人気）�� 10011（9番人気）�� 4072（21番人気）
3連複票数 計 617810 的中 ��� 5322（26番人気）
3連単票数 計 817121 的中 ��� 1663（99番人気）��� 1462（120番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．3―11．7―12．2―12．2―13．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ イ ダ ー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Capote デビュー 2017．4．30 東京4着

2014．4．22生 牡4鹿 母 エ グ ジ ジ ェ 母母 Cookie 5戦2勝 賞金 17，798，000円
〔制裁〕 リネンジェット号の調教師南田美知雄は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※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 カルトデュモンド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



08009 3月10日 晴 稍重 （30中京2）第1日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
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
1：06．5

良
良

36 ロ ッ ク オ ン 牡5栗 57 松若 風馬石川 達絵氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 452－141：10．0 13．0�
510 スパイチャクラ 牝5黒鹿55 丸山 元気 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 462＋ 21：10．21� 2．8�
48 ティーエスバラ 牡6鹿 57 太宰 啓介田畑 利彦氏 石橋 守 浦河 浦河日成牧場 502－ 21：10．3� 13．8�
612 スマートシャヒーン 牡4芦 57 中井 裕二大川 徹氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 472－101：10．4� 6．4�
12 プリンセスオーラ 牝5鹿 55 柴山 雄一大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 	川 啓一 444＋101：10．5� 19．9�
714 ポンテファブリチオ 牡5鹿 57 秋山真一郎窪田 康志氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 B506＋121：10．6� 4．8�
23 シ ア ン 牝4栗 55

52 ▲富田 暁吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 416－ 6 〃 アタマ 139．9	
611
 ハクユウロゼ 牝4鹿 55 岡部 誠 
H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか 山本 昇寿 468－ 61：10．91� 260．6�

（愛知）

59 
 アドマイヤホルン 牝4栗 55 D．バルジュー 近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 388－ 7 〃 ハナ 47．1�
（伊）

713 トーホウビスカヤ 牝4鹿 55 	島 克駿東豊物産
 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 478－ 4 〃 ハナ 24．2
24 アンジェリー 牝6黒鹿55 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 470＋101：11．0� 47．3�
47 
 ベリーグレート 牝4鹿 55

54 ☆木幡 初也栃本 實氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 422± 01：11．63� 136．5�
35 プレイヤード 牡5鹿 57 藤岡 康太前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B502－101：11．81� 4．6�
816 ル ミ ノ ー ザ 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 武史河村 祥史氏 天間 昭一 浦河 吉田 又治 462＋ 21：11．9� 423．7�
817 ジェルミナーレ 牝5鹿 55 津村 明秀�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 丸幸小林牧場 446＋ 6 〃 クビ 90．5�
815 ミュークレックス 牡4鹿 57

55 △森 裕太朗庄司 修二氏 藤沢 則雄 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 434＋ 81：13．07 168．9�

11 
 ランニングマン 牡4芦 57 長岡 禎仁杉浦 和也氏 石栗 龍彦 新ひだか 小野 秀治 486－ 21：13．1クビ 225．9�
（17頭）

売 得 金
単勝： 22，938，000円 複勝： 28，741，200円 枠連： 13，369，400円
馬連： 42，416，900円 馬単： 22，041，600円 ワイド： 28，551，800円
3連複： 57，568，300円 3連単： 78，083，400円 計： 293，710，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 370円 � 140円 � 280円 枠 連（3－5） 450円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，700円 �� 530円

3 連 複 ��� 4，130円 3 連 単 ��� 27，570円

票 数

単勝票数 計 229380 的中 � 14040（5番人気）
複勝票数 計 287412 的中 � 16356（6番人気）� 68657（1番人気）� 23209（5番人気）
枠連票数 計 133694 的中 （3－5） 23019（1番人気）
馬連票数 計 424169 的中 �� 20750（6番人気）
馬単票数 計 220416 的中 �� 4327（12番人気）
ワイド票数 計 285518 的中 �� 10886（6番人気）�� 4065（20番人気）�� 14411（4番人気）
3連複票数 計 575683 的中 ��� 10442（13番人気）
3連単票数 計 780834 的中 ��� 2053（75番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―11．9―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．5―46．4―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．5
3 ・（6，14）17（2，8，10，12）15（7，9，16）3－（4，13）－（5，11）1 4 6，14（8，17）10（2，12）（9，15）（3，7，16）（4，13）5－11，1

勝馬の
紹 介

ロ ッ ク オ ン �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．8．23 小倉5着

2013．3．11生 牡5栗 母 モンローライン 母母 ビッグモンロー 9戦2勝 賞金 14，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ランニングマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月10日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

08010 3月10日 晴 稍重 （30中京2）第1日 第10競走 ��
��1，600�フローラルウォーク賞

発走14時50分 （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：30．7

良
良

22 ミュージアムヒル 牝3鹿 54 津村 明秀吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 464－ 61：35．6 2．4�
66 アドマイヤアルバ 牡3鹿 56 藤岡 康太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470± 01：35．91� 2．4�
55 スターリーステージ 牝3鹿 54 北村 友一吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：36．22 4．8�
77 ブラゾンダムール 牡3黒鹿56 柴山 雄一�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 468－ 21：36．51� 5．9�
88 ニコルハイウェイ 牡3鹿 56 松若 風馬杉浦 和也氏 寺島 良 鹿児島 服部 文明 452－16 〃 ハナ 62．5�
11 タニノミステリー 牡3黒鹿56 秋山真一郎谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 436－ 2 〃 ハナ 40．2	
33 ト ッ カ ー タ 牡3黒鹿56 丸山 元気門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 462－ 61：37．03 58．8

44 � リ ボ ー ス 牝3鹿 54 岡部 誠小野 美子氏 尾島 徹 新ひだか 見上牧場 456－ 11：37．53 166．7�

（笠松） （愛知）

（8頭）

売 得 金
単勝： 29，912，100円 複勝： 44，032，800円 枠連： 発売なし
馬連： 46，828，900円 馬単： 29，185，500円 ワイド： 22，587，200円
3連複： 47，982，800円 3連単： 144，416，400円 計： 364，945，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 120円 �� 180円 �� 180円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 880円

票 数

単勝票数 計 299121 的中 � 97020（2番人気）
複勝票数 計 440328 的中 � 163528（2番人気）� 180374（1番人気）� 38595（3番人気）
馬連票数 計 468289 的中 �� 161841（1番人気）
馬単票数 計 291855 的中 �� 53296（1番人気）
ワイド票数 計 225872 的中 �� 57371（1番人気）�� 26878（3番人気）�� 26984（2番人気）
3連複票数 計 479828 的中 ��� 130229（1番人気）
3連単票数 計1444164 的中 ��� 118599（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―36．4―48．5―1：00．4―1：12．2―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ミュージアムヒル �

父 ハーツクライ �


母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．6．24 東京2着

2015．3．15生 牝3鹿 母 ロレットチャペル 母母 サンタフェトレイル 6戦2勝 賞金 30，262，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



08011 3月10日 晴 稍重 （30中京2）第1日 第11競走 ��
��1，400�トリトンステークス

発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，29．3．11以降30．3．4まで1回以上出走馬，除未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：19．6
1：19．0

良
良

35 スターオブペルシャ �5栗 57 柴山 雄一 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514－101：21．7 3．6�
11 ダイトウキョウ 牡6鹿 55 丸山 元気市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 462－ 2 〃 クビ 46．7�
714 シャンデリアハウス 牝6黒鹿53 �島 克駿 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 460＋ 81：21．91	 24．5�
24 クリノコマチ 牝7栗 50 横山 武史栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 454－ 81：22．0クビ 413．5�
713
 サダムリスペクト 牡6鹿 55 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 神垣 道弘 476－ 4 〃 ハナ 21．8�
611 キアロスクーロ �5黒鹿54 岡部 誠水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 490－ 6 〃 ハナ 24．8	

（愛知）

510 ツーエムマイスター 牡6黒鹿54 国分 優作水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 456－ 61：22．21 25．6

48 ロワアブソリュー 牡5鹿 56 北村 友一 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506± 0 〃 ハナ 6．6�
23 スカイパッション 牝6栗 52 秋山真一郎小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 470± 01：22．51� 36．3�
47 ド ー ヴ ァ ー 牡5栗 56 松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 4 〃 クビ 7．8
612 エントリーチケット 牝4栗 53 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 81：22．6クビ 15．4�
36 テイエムゲッタドン �7栗 53 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 B522＋101：22．81� 281．8�
12 デンコウウノ 牡7鹿 55 太宰 啓介田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 502± 01：22．9クビ 259．3�
817 リライアブルエース 牡5黒鹿55 中谷 雄太 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 41：23．0� 3．3�
815 ココファンタジア 牝5黒鹿53 藤岡 康太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 クビ 14．3�
59 ロイカバード 牡5黒鹿57 D．バルジュー 寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 464＋ 61：23．53 25．6�

（伊）

816 リンクスゼロ 牡4黒鹿54 木幡 巧也目谷 一幸氏 松山 将樹 新冠 イワミ牧場 474＋ 41：26．3大差 463．2�
（17頭）

売 得 金
単勝： 58，200，200円 複勝： 88，813，300円 枠連： 45，222，400円
馬連： 177，394，200円 馬単： 69，047，700円 ワイド： 101，487，900円
3連複： 271，490，400円 3連単： 337，738，000円 計： 1，149，394，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 1，070円 � 590円 枠 連（1－3） 5，080円

馬 連 �� 7，700円 馬 単 �� 11，180円

ワ イ ド �� 2，520円 �� 1，660円 �� 10，380円

3 連 複 ��� 47，440円 3 連 単 ��� 258，290円

票 数

単勝票数 計 582002 的中 � 128275（2番人気）
複勝票数 計 888133 的中 � 214741（1番人気）� 16800（13番人気）� 32395（8番人気）
枠連票数 計 452224 的中 （1－3） 6893（18番人気）
馬連票数 計1773942 的中 �� 17849（26番人気）
馬単票数 計 690477 的中 �� 4628（38番人気）
ワイド票数 計1014879 的中 �� 10413（31番人気）�� 15996（16番人気）�� 2472（76番人気）
3連複票数 計2714904 的中 ��� 4292（143番人気）
3連単票数 計3377380 的中 ��� 948（743番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．1―11．8―11．7―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―33．8―45．6―57．3―1：09．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．1
3 ・（6，7）5（2，4，10）（3，8，12，17）（1，9）16（11，14）（13，15） 4 ・（6，7）（5，10）（2，4）（3，8，12）（1，17）（11，14，9）13（16，15）

勝馬の
紹 介

スターオブペルシャ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Big Shuffle デビュー 2015．6．7 東京4着

2013．3．2生 �5栗 母 ターフローズ 母母 Turfquelle 21戦5勝 賞金 103，186，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リンクスゼロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月10日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

08012 3月10日 晴 稍重 （30中京2）第1日 第12競走 ��
��1，800�

せ と

瀬 戸 特 別
発走16時00分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

11 マジカルスペル 牡4芦 57 北村 友一吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 532± 01：51．4 2．3�
813 キ ク ノ ル ア 牡4栗 57 小坂 忠士菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 田中 春美 514＋ 21：51．61� 3．0�
45 	 アンナペレンナ 牝5芦 55 D．バルジュー 中辻 明氏 西園 正都 米 Extern De-

velopments 514＋ 41：52．77 8．1�
（伊）

33 サトノメサイア 牡6青鹿57 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 522－161：52．8クビ 19．7�
44 ネ コ ビ ッ チ 牡4鹿 57 菱田 裕二桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 高瀬牧場 490－ 41：52．9
 28．0�
69 コティニャック 牡6青鹿57 丸山 元気伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 B522－101：53．32� 5．1	
711 イェドプリオル 牡6青鹿57 丸田 恭介�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 514－ 61：53．93� 40．2

57 サンライズレーヴ 牡7栗 57 義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 476＋ 21：54．22 92．0�
710 アンプラグド �7芦 57 津村 明秀 �いとはんホール

ディングス 大和田 成 千歳 社台ファーム 498－ 41：54．73 29．6
56 ラニカイシチー 牡4鹿 57 中谷 雄太 �友駿ホースクラブ 村山 明 新冠 パカパカ

ファーム 472－ 11：55．12� 209．1�
68 ローデルバーン 牡5黒鹿57 富田 暁佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 川 啓一 B466± 01：55．31� 103．0�
22 アイファーサンディ 牡6鹿 57 川島 信二中島 稔氏 荒川 義之 新ひだか 野表 篤夫 458－ 21：55．4クビ 202．5�
812 ニシノジャーニー 牡5青鹿57 岡部 誠西山 茂行氏 森 秀行 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 440－ 21：55．61� 117．9�
（愛知）

（13頭）

売 得 金
単勝： 40，439，000円 複勝： 45，473，000円 枠連： 19，441，400円
馬連： 77，687，900円 馬単： 39，543，300円 ワイド： 49，745，200円
3連複： 103，649，600円 3連単： 166，276，100円 計： 542，255，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 120円 � 170円 枠 連（1－8） 350円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 190円 �� 330円 �� 370円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 2，980円

票 数

単勝票数 計 404390 的中 � 135971（1番人気）
複勝票数 計 454730 的中 � 115187（1番人気）� 100134（2番人気）� 53923（4番人気）
枠連票数 計 194414 的中 （1－8） 42097（1番人気）
馬連票数 計 776879 的中 �� 155283（1番人気）
馬単票数 計 395433 的中 �� 45095（1番人気）
ワイド票数 計 497452 的中 �� 80023（1番人気）�� 34972（4番人気）�� 30596（5番人気）
3連複票数 計1036496 的中 ��� 82012（2番人気）
3連単票数 計1662761 的中 ��� 40378（4番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―12．6―12．6―12．0―12．3―12．9―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．8―36．4―49．0―1：01．0―1：13．3―1：26．2―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．1
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

マジカルスペル �
�
父 Creative Cause �

�
母父 Proud Citizen デビュー 2016．7．17 函館3着

2014．1．30生 牡4芦 母 プラウドスペル 母母 Pacific Spell 8戦3勝 賞金 35，729，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（30中京2）第1日 3月10日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 168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

186，970，000円
16，780，000円
1，330，000円
20，640，000円
65，875，000円
4，368，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
306，434，400円
447，287，200円
146，250，500円
594，993，000円
299，439，300円
391，789，000円
836，700，500円
1，227，449，900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 4，250，343，800円

総入場人員 9，828名 （有料入場人員 8，752名）
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