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06001 2月24日 晴 良 （30中山2）第1日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

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
1：08．7
1：08．7

重
重

612 グラスルーナ 牝3栗 54 木幡 初広半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 492＋ 61：13．3 6．9�
816 トーセンリラ 牝3栗 54 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 440－10 〃 ハナ 1．6�
12 ティアップアリア 牝3栗 54 松岡 正海田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 454－161：14．89 27．2�
815 チ ョ ト ツ 牝3青鹿54 F．ミナリク佐久間拓士氏 伊藤 大士 浦河 山口 義彦 470－ 21：15．01� 5．4�

（独）

24 ハニハニハーモニー 牝3栗 54 江田 照男飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 496－ 41：15．21� 15．7	
59 ファインドザウェイ 牝3栗 54 北村 宏司堀口 晴男氏 松山 将樹 浦河 市川牧場 444－101：15．3クビ 50．5

714 アーコサンティ 牝3青鹿54 杉原 誠人田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 長田ファーム 436－ 4 〃 クビ 68．6�
35 ノーブルプロスパー 牝3青鹿54 武士沢友治ホースアディクト加藤 和宏 新ひだか 元茂牧場 450 ―1：15．4クビ 127．6�
48 トーアエグレット 牝3鹿 54 横山 和生高山ランド 勢司 和浩 豊浦トーア牧場 478－121：15．93 58．4�
510 リネンオーカン 牝3黒鹿54 村田 一誠戸山 光男氏 武市 康男 日高 前川 義則 488 ―1：16．0� 18．4�
23 ゾディアック 牝3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 田中 清隆 浦河 北俣 牧夫 428＋ 61：16．21� 371．9�
47 ベストロマン 牝3栗 54 嘉藤 貴行西村 專次氏 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 470＋ 61：16．3� 404．9�
36 ガラシアライツ 牝3鹿 54 勝浦 正樹林 正道氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 426－ 61：16．4クビ 113．5�
11 テイエムベアッコ 牝3青鹿54 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 452＋ 81：16．71� 296．8�
713 サンタガール 牝3青 54 内田 博幸 Him Rock Racing 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 416＋161：16．8クビ 10．6�
611 タマモバレッタ 牝3青鹿 54

52 △武藤 雅タマモ 水野 貴広 日高 スマイルファーム 396＋ 41：17．97 142．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，714，100円 複勝： 46，108，000円 枠連： 14，857，000円
馬連： 53，198，600円 馬単： 29，940，200円 ワイド： 36，792，600円
3連複： 72，229，600円 3連単： 96，560，000円 計： 375，400，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 150円 � 110円 � 420円 枠 連（6－8） 400円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，260円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 18，420円

票 数

単勝票数 計 257141 的中 � 29659（3番人気）
複勝票数 計 461080 的中 � 56715（2番人気）� 227349（1番人気）� 12774（7番人気）
枠連票数 計 148570 的中 （6－8） 28171（1番人気）
馬連票数 計 531986 的中 �� 75096（2番人気）
馬単票数 計 299402 的中 �� 14585（6番人気）
ワイド票数 計 367926 的中 �� 40233（2番人気）�� 6716（15番人気）�� 11684（9番人気）
3連複票数 計 722296 的中 ��� 20069（6番人気）
3連単票数 計 965600 的中 ��� 3799（56番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―12．0―12．9―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．1―35．1―48．0―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラスルーナ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Miswaki デビュー 2017．8．20 新潟12着

2015．5．10生 牝3栗 母 ムーンライトパワー 母母 Mime 7戦1勝 賞金 7，050，000円
〔制裁〕 トーセンリラ号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモバレッタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月24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。

06002 2月24日 晴 良 （30中山2）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・右）

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
1：48．5
1：47．8

重
重

612 シャイニーロケット 牡3鹿 56 田辺 裕信小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 雅 牧場 454－ 21：56．6 1．6�
714 シゲルジャンボイモ 牡3芦 56 勝浦 正樹森中 蕃氏 武藤 善則 様似 猿倉牧場 B494－ 61：57．87 78．1�
23 レ ア バ ー ド 牡3鹿 56 田中 勝春田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 518－ 2 〃 クビ 4．7�
713 ペイシャエリート 牡3栗 56 石橋 脩北所 直人氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット 474± 0 〃 アタマ 37．5�
47 アルスラーン 牡3黒鹿56 三浦 皇成小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 484－ 61：57．9� 8．9�
12 アークカンパネラ 牡3青鹿56 戸崎 圭太酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 川上牧場 470－ 41：58．0� 12．5�
611 サンマルアナザー 牡3鹿 56 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 B472－ 61：58．74 257．3	
36 コマノディオス 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎長谷川芳信氏 二ノ宮敬宇 むかわ 新井牧場 478＋ 41：58．8� 12．6

24 スイスピリッツ 牡3芦 56 嘉藤 貴行芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 464－ 2 〃 ハナ 123．3�
815 ナ リ イ チ 牡3鹿 56 横山 和生細川 勝也氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 498± 01：59．54 293．7�
48 オーフルテソーロ 牡3鹿 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 526－ 61：59．6� 11．1�
510 モリトカチグリ 牡3鹿 56 武士沢友治石橋 忠之氏 小桧山 悟 浦河 �川 啓一 456＋ 21：59．7� 524．1�
35 ビアンカグリーン 牡3芦 56 津村 明秀斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 佐藤牧場 472－ 21：59．8� 111．6�
11 ターフィーキング 牡3黒鹿56 菅原 隆一田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 426－ 22：00．75 586．8�
59 ムーンサルト 牡3栗 56

54 △武藤 雅小林 薫氏 清水 英克 新ひだか 原口牧場 480＋ 62：01．76 250．6�
（15頭）

816 ファーストペンギン 牡3鹿 56 北村 宏司松田 整二氏 新開 幸一 平取 びらとり牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，826，700円 複勝： 55，166，400円 枠連： 14，132，100円
馬連： 55，177，400円 馬単： 31，914，400円 ワイド： 36，219，400円
3連複： 70，906，300円 3連単： 104，988，800円 計： 397，331，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 670円 � 160円 枠 連（6－7） 1，200円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 220円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 18，930円

票 数

単勝票数 差引計 288267（返還計 89） 的中 � 139731（1番人気）
複勝票数 差引計 551664（返還計 196） 的中 � 297235（1番人気）� 8455（8番人気）� 57844（3番人気）
枠連票数 差引計 141321（返還計 6 ） 的中 （6－7） 9062（6番人気）
馬連票数 差引計 551774（返還計 460） 的中 �� 13454（10番人気）
馬単票数 差引計 319144（返還計 269） 的中 �� 7187（12番人気）
ワイド票数 差引計 362194（返還計 506） 的中 �� 7981（12番人気）�� 52585（1番人気）�� 3153（24番人気）
3連複票数 差引計 709063（返還計 2135） 的中 ��� 13735（14番人気）
3連単票数 差引計1049888（返還計 2956） 的中 ��� 4019（61番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―13．3―13．4―13．2―13．2―13．1―12．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―38．2―51．6―1：04．8―1：18．0―1：31．1―1：43．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニーロケット �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．10．21 東京4着

2015．3．8生 牡3鹿 母 ブライティアガール 母母 ディクターガール 8戦1勝 賞金 10，850，000円
〔出走取消〕 ファーストペンギン号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムーンサルト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月24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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テイエムフリーオー号
（非抽選馬） 3頭 ジョーカーワイルド号・トーアスサノオー号・リアルモンテ号

第２回 中山競馬 第１日



06003 2月24日 晴 良 （30中山2）第1日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

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
1：08．7
1：08．7

重
重

47 ノ ボ マ ハ ロ 牡3栗 56 内田 博幸�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 522＋ 81：12．7 6．7�
816 ラフカディオ 牡3栗 56 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 81：12．8� 9．9�
714 ケイアイテディ 牡3栗 56 北村 宏司亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 隆栄牧場 452－ 41：13．01� 2．7�
12 ディアバビアナ 牝3栗 54 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 478－ 21：13．53 2．2�
23 オレノマニラ 牡3栗 56 柴田 善臣諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 424－ 81：14．03 34．9�
59 キ ン シ ョ ウ 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �CHEVAL AT-

TACHE 田島 俊明 浦河 ヒダカフアーム 470＋101：14．21 13．6	
24 クエントアスール 牡3黒鹿56 蛯名 正義�アスール 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 510－101：14．3� 75．1

611 クォーターイモン 牡3鹿 56 勝浦 正樹井門 敏雄氏 小西 一男 浦河 グラストレーニ

ングセンター 468＋201：15．04 65．6�
510 ブルベアカラシナ 牝3鹿 54 丸田 恭介 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか 小河 豊水 438± 01：15．21� 314．4�
11 セイウングラッパ 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 伊藤 圭三 日高 長谷川 一男 444－ 2 〃 アタマ 72．1
612 ウインベルズトール 牡3黒鹿56 津村 明秀�ウイン 和田 雄二 浦河 斉藤英牧場 470＋ 41：15．41� 250．2�
815 サンフレデリック 牡3鹿 56

54 △武藤 雅 �加藤ステーブル 的場 均 浦河 冨岡牧場 466＋ 21：15．61 333．7�
36 レジーナカフェ 牝3黒鹿54 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 458± 01：16．34 40．6�
35 エリーダイヤモンド 牝3栗 54 武士沢友治谷川 正純氏 武市 康男 浦河 昭和牧場 424 ―1：17．15 365．2�
48 ア ッ シ ジ 牝3栗 54 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 398± 01：19．0大差 500．9�
713 クアトロスクーザ 牡3鹿 56

55 ☆井上 敏樹木村 直樹氏 小笠 倫弘 新冠 タニグチ牧場 B510＋ 41：31．5大差 329．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，370，100円 複勝： 47，068，000円 枠連： 14，050，000円
馬連： 58，477，900円 馬単： 31，023，600円 ワイド： 38，547，900円
3連複： 77，357，900円 3連単： 111，189，200円 計： 409，084，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 260円 � 290円 � 160円 枠 連（4－8） 3，770円

馬 連 �� 3，940円 馬 単 �� 6，520円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 440円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 28，060円

票 数

単勝票数 計 313701 的中 � 37288（3番人気）
複勝票数 計 470680 的中 � 44013（3番人気）� 37456（4番人気）� 91854（2番人気）
枠連票数 計 140500 的中 （4－8） 2883（11番人気）
馬連票数 計 584779 的中 �� 11484（11番人気）
馬単票数 計 310236 的中 �� 3567（19番人気）
ワイド票数 計 385479 的中 �� 8368（11番人気）�� 23255（4番人気）�� 21858（5番人気）
3連複票数 計 773579 的中 ��� 16112（10番人気）
3連単票数 計1111892 的中 ��� 2872（82番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．8―12．4―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．6―47．0―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．1
3 2，10（4，16）14（3，6）11（9，7）8－（12，15）（1，5）＝13 4 2，16，10（4，14）（3，7）（6，11）－9－8－（12，15）1，5＝13

勝馬の
紹 介

ノ ボ マ ハ ロ �
�
父 ノボジャック �

�
母父 Gone West デビュー 2018．1．27 京都5着

2015．4．27生 牡3栗 母 ノボサンシャイン 母母 Hidden Dreams 2戦1勝 賞金 5，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エリーダイヤモンド号・アッシジ号・クアトロスクーザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成30年3月24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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 エルモアレッタ号・クレバーレディー号・ダイダラボッチ号・レッセフェール号

06004 2月24日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30中山2）第1日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：10．2良・良

610 マイネルクロップ 牡8芦 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか グランド牧場 528＋ 23：12．9 3．1�

712 メイショウゴウキ �4黒鹿59 田村 太雅松本 和子氏 沖 芳夫 安平 �橋本牧場 476－183：13．43 9．2�
46 ノワールギャルソン 牡6黒鹿60 江田 勇亮ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 454＋ 83：13．61� 4．7�
22 ベステンダンク 牡6栗 60 高田 潤市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 506－ 63：13．91	 10．7�
69 ウインインスパイア 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 466＋ 23：14．11� 7．4�
57 アッシュゴールド �6栗 60 西谷 誠 	社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 63：14．95 13．4

814
 クラウンドリーム 牡5芦 60 上野 翔矢野まり子氏 伊藤 伸一 新冠 ヒカル牧場 486＋ 83：15．96 16．9�
711 アーリーサプライズ 牡4青鹿59 石神 深一岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 500± 03：21．2大差 21．6�
45 フルスプレンダー 牡4栗 59 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか タガミファーム 466＋103：21．41� 380．8
813
 ゴールデンティアラ 牝5栗 58 草野 太郎菅原 広隆氏 土田 稔 新冠 新冠橋本牧場 460＋ 6 〃 ハナ 211．9�
58 スイートメモリーズ 牝5黒鹿58 大庭 和弥堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石ファーム 516＋ 83：22．99 161．5�
33 サーデューク 牡4黒鹿59 浜野谷憲尚吉田 和美氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 516＋123：23．0	 148．7�
11 トーセンカナロア 牡6鹿 60 高野 和馬島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 492－ 2 （競走中止） 6．0�
34 ダークサイド �7黒鹿60 金子 光希星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 468＋ 8 （競走中止） 41．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，421，400円 複勝： 26，799，700円 枠連： 15，417，800円
馬連： 44，416，800円 馬単： 22，583，000円 ワイド： 27，464，300円
3連複： 64，564，400円 3連単： 79，282，600円 計： 303，950，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 220円 � 160円 枠 連（6－7） 770円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 610円 �� 360円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 9，830円

票 数

単勝票数 計 234214 的中 � 58790（1番人気）
複勝票数 計 267997 的中 � 49710（1番人気）� 26109（5番人気）� 45402（2番人気）
枠連票数 計 154178 的中 （6－7） 15406（2番人気）
馬連票数 計 444168 的中 �� 22128（7番人気）
馬単票数 計 225830 的中 �� 6542（6番人気）
ワイド票数 計 274643 的中 �� 11029（8番人気）�� 20793（1番人気）�� 12473（6番人気）
3連複票数 計 645644 的中 ��� 24652（3番人気）
3連単票数 計 792826 的中 ��� 5842（10番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 52．6－3F 39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→�」
1
�

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルクロップ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．29 札幌4着

2010．4．16生 牡8芦 母 グレートハーベスト 母母 チ ー タ ー 障害：2戦1勝 賞金 9，000，000円
〔競走中止〕 ダークサイド号は，2周目3号障害〔いけ垣〕の飛越を拒否したため競走中止。

トーセンカナロア号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため2周目3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 ダークサイド号は，障害調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イクラトロ号
（非抽選馬） 3頭 インテグリティー号・クリノヴェルサイユ号・リノリオ号



06005 2月24日 晴 良 （30中山2）第1日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・右）

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
1：44．9
1：43．9

良
良

36 ヒシヴィクトリー 牡3黒鹿56 勝浦 正樹阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 476－ 61：49．9 9．2�
48 アランブレラ 牡3栗 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 550 ―1：50．0� 3．1�
23 シセイヒテン 牡3青 56 伊藤 工真猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 444＋ 41：50．1� 5．1�
59 ア ル キ ミ ア 牡3鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 426－ 21：50．41� 31．2�
815 サトノレックス 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 450－ 21：50．5� 18．3	
510 ツクバマカナ 牡3黒鹿56 丸田 恭介細谷 武史氏 蛯名 利弘 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 464± 01：50．92� 593．4

611 ジェネラルシップ 牡3黒鹿56 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新冠 松浦牧場 452＋10 〃 アタマ 3．6�
24 モカチョウサン 牝3栗 54 松岡 正海�チョウサン 中舘 英二 平取 坂東牧場 424－ 4 〃 アタマ 38．9�
11 ウインオルビット 牡3鹿 56 F．ミナリク�ウイン 池上 昌弘 新冠 コスモヴューファーム 492－ 61：51．22 34．6

（独）

714 オペラサンデー 牡3栗 56 北村 宏司戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 432－ 41：51．3� 185．8�
816 ホウオウサマンサ 牝3栗 54 柴田 大知小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド B456－ 41：51．51 574．5�
713 ネ オ ダ ラ ス 牡3青鹿56 江田 照男西田 俊二氏 田村 康仁 新ひだか 小河 豊水 498＋16 〃 クビ 56．8�
612 ブライトホープ 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458－ 81：51．92� 489．3�

35 シャドウラーテル 牡3黒鹿56 内田 博幸�Shadow 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 478－ 6 〃 ハナ 6．9�
47 サノノツルギ �3黒鹿 56

54 △武藤 雅佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 462－141：52．43 240．1�
12 フラッシュテソーロ 牡3黒鹿56 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 482＋10 〃 クビ 25．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，906，300円 複勝： 46，407，900円 枠連： 16，799，900円
馬連： 66，417，400円 馬単： 30，637，900円 ワイド： 43，725，000円
3連複： 84，202，200円 3連単： 102，216，200円 計： 426，312，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 220円 � 170円 � 170円 枠 連（3－4） 900円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 900円 �� 760円 �� 520円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 29，670円

票 数

単勝票数 計 359063 的中 � 31167（5番人気）
複勝票数 計 464079 的中 � 48258（5番人気）� 74382（2番人気）� 71931（3番人気）
枠連票数 計 167999 的中 （3－4） 14434（5番人気）
馬連票数 計 664174 的中 �� 21591（8番人気）
馬単票数 計 306379 的中 �� 4706（19番人気）
ワイド票数 計 437250 的中 �� 12101（9番人気）�� 14688（8番人気）�� 22245（4番人気）
3連複票数 計 842022 的中 ��� 15243（9番人気）
3連単票数 計1022162 的中 ��� 2497（85番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．3―12．8―12．6―12．6―12．1―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―36．8―49．6―1：02．2―1：14．8―1：26．9―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．1
1
3
12（3，14，15）（5，13）（2，11）（1，6，10）－8，9（4，16）7・（12，14）（3，15）5（2，11，13）（1，10，6）8，9，4，16，7

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

勝馬の
紹 介

ヒシヴィクトリー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Touch Gold デビュー 2018．1．7 中山7着

2015．4．20生 牡3黒鹿 母 ヒシワンスモア 母母 Hishi Natalie 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※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。

06006 2月24日 晴 良 （30中山2）第1日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

47 ル ー モ ス 牝3黒鹿54 横山 典弘山本 武司氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 470 ―2：05．5 2．1�
59 スズカノロッソ 牡3鹿 56 田辺 裕信永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 492 ― 〃 クビ 19．1�
713 ボ リ ー バ ル 牡3栗 56 大野 拓弥吉田 千津氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 516 ―2：05．81� 7．5�
11 サツキワルツ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 454 ―2：06．01 179．1�
35 ヤマトコスモス 牝3栗 54 横山 和生醍醐 徹氏 田村 康仁 新ひだか 佐藤 陽一 430 ―2：06．1� 136．1�
611 ネイビークロス 牝3鹿 54 江田 照男 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 482 ― 〃 アタマ 5．6	
23 ネイルドイット 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 �シルクレーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 430 ―2：06．31� 13．0

12 コウソクヒカリ 牝3青鹿 54

52 △武藤 雅野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 430 ―2：06．61� 49．0�
816 ダンディーボーイ 牡3栗 56 三浦 皇成 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 えりも エクセルマネジメント 464 ―2：06．7クビ 41．8�
24 ラヴィングフレーム 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 440 ―2：06．8� 8．4
714 バルバロッサ 牡3青鹿56 丸田 恭介村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 418 ― 〃 ハナ 44．3�
48 ゼロスピンドル 牡3黒鹿56 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488 ―2：07．12 23．4�
510 ショウナンパーシア 牡3青鹿56 柴田 大知国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 492 ―2：07．73� 10．9�
815 ターメンテアーモ 牡3黒鹿56 柴田 善臣平井 裕氏 田村 康仁 日高 白井牧場 476 ― 〃 ハナ 245．8�
612 テイエムロッソ 牡3黒鹿 56

55 ☆井上 敏樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 518 ―2：09．5大差 344．4�
36 クールフォール 牝3芦 54 森 一馬田畑 利彦氏 石毛 善彦 日高 Shall Farm 490 ―2：10．56 121．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，470，300円 複勝： 38，243，600円 枠連： 18，877，900円
馬連： 55，203，300円 馬単： 27，659，400円 ワイド： 34，848，400円
3連複： 66，303，900円 3連単： 80，417，000円 計： 353，023，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 370円 � 240円 枠 連（4－5） 770円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 810円 �� 460円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 23，170円

票 数

単勝票数 計 314703 的中 � 116773（1番人気）
複勝票数 計 382436 的中 � 103727（1番人気）� 20243（7番人気）� 36444（4番人気）
枠連票数 計 188779 的中 （4－5） 18852（3番人気）
馬連票数 計 552033 的中 �� 20899（6番人気）
馬単票数 計 276594 的中 �� 7114（9番人気）
ワイド票数 計 348484 的中 �� 10902（8番人気）�� 20675（3番人気）�� 4848（21番人気）
3連複票数 計 663039 的中 ��� 9789（15番人気）
3連単票数 計 804170 的中 ��� 2516（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．5―37．7―51．3―1：05．0―1：17．5―1：30．0―1：42．2―1：53．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．5
1
3
4－5，16，1，7（2，3，13）6（14，11）（8，15）12，10－9・（4，5，16）（1，7，13）（2，3，11）（14，15）－8，6（10，9）－12

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

勝馬の
紹 介

ル ー モ ス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Danehill Dancer 初出走

2015．3．4生 牝3黒鹿 母 マジックポーションⅡ 母母 Russian Ballet 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 スズカノロッソ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ゼロスピンドル号の騎手伊藤工真は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※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 グローリーシャイン号・サーフィンサファリ号・ハリケーンズアイ号・ハローティアラ号・ロジフレンチ号・

ロブラリア号・ロンサール号



06007 2月24日 晴 良 （30中山2）第1日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時30分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

813 クレディブル 牡3芦 56 田辺 裕信清水 二朗氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 504＋ 61：56．3 11．8�
33 � アメリカンファクト 牡3栗 56

54 △武藤 雅吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B484－ 41：56．4� 107．2�
814 マイネルサリューエ 牡3栗 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 秋田牧場 500＋ 4 〃 ハナ 44．2�
57 マイネルアンファン 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム B492＋ 41：56．5クビ 29．8�
711 コスモロブロイ 牡3青鹿56 F．ミナリク岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 B522± 01：56．6	 36．2�

（独）

69 � バトルマイスター 牡3鹿 56 戸崎 圭太グリーンフィールズ� 手塚 貴久 米 Northwest
Farms LLC 496± 01：57．23	 3．4	

45 レセディラローナ 牝3鹿 54 丸田 恭介
下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 504－ 8 〃 ハナ 11．1�
11 ア ル ク ト ス 牡3鹿 56 大野 拓弥山口功一郎氏 栗田 徹 新冠 須崎牧場 528＋ 21：57．4� 1．9�
22 ア ラ ウ ン 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 482－ 31：57．72 219．7
712 グラスチャンプ 牡3芦 56 勝浦 正樹半沢
 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 486＋241：58．44 40．0�
58 キングスキャット 牡3鹿 56

55 ☆井上 敏樹 
スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 512＋ 41：59．78 120．8�
610 ミヤギウイング 牝3鹿 54 横山 典弘菅原富美子氏 田村 康仁 浦河 宮内牧場 490± 02：00．65 16．9�
34 アメノムラクモ 牡3鹿 56 内田 博幸高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 北島牧場 518＋ 22：01．02	 43．5�
46 ロードトレジャー 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 472－ 2 （競走中止） 13．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，456，600円 複勝： 61，750，900円 枠連： 21，917，100円
馬連： 84，052，500円 馬単： 42，392，600円 ワイド： 54，113，200円
3連複： 107，269，800円 3連単： 154，211，200円 計： 567，163，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 450円 � 1，640円 � 810円 枠 連（3－8） 9，800円

馬 連 �� 67，010円 馬 単 �� 115，190円

ワ イ ド �� 15，600円 �� 4，650円 �� 36，760円

3 連 複 ��� 796，550円 3 連 単 ��� 5，590，150円

票 数

単勝票数 計 414566 的中 � 27918（4番人気）
複勝票数 計 617509 的中 � 39010（5番人気）� 9333（12番人気）� 19843（9番人気）
枠連票数 計 219171 的中 （3－8） 1733（21番人気）
馬連票数 計 840525 的中 �� 972（66番人気）
馬単票数 計 423926 的中 �� 276（123番人気）
ワイド票数 計 541132 的中 �� 893（70番人気）�� 3028（41番人気）�� 378（86番人気）
3連複票数 計1072698 的中 ��� 101（325番人気）
3連単票数 計1542112 的中 ��� 20（1929番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．6―13．4―13．5―13．1―12．7―13．5―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．2―49．6―1：03．1―1：16．2―1：28．9―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．1
1
3
1，3－8，10，11（4，5，12）14－9，2（7，6）＝13・（1，3，14，9）（11，8）12，10（5，7）（4，2）13＝6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クレディブル �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．11．11 東京1着

2015．3．8生 牡3芦 母 ホワイトクルーザー 母母 ホワイトカーニバル 3戦2勝 賞金 14，200，000円
〔競走中止〕 ロードトレジャー号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 マイネルサリューエ号の騎手松岡正海は，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。
※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。

06008 2月24日 晴 良 （30中山2）第1日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分 （ダート・右）
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
1：08．7
1：08．7

重
重

23 メンデンホール 牝5黒鹿55 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 492－ 61：12．4 9．7�

36 � ライバーバード 牡4芦 57 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue
Farm, LLC B502＋ 4 〃 ハナ 1．9�

714 ヒカリトップメモリ 牝5鹿 55 田辺 裕信�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 478＋ 21：12．5	 2．8�
611 セイウンアワード 牡6鹿 57 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 B548＋10 〃 ハナ 67．9�
816 サンジレット 牡4栗 57 小島 太一 �加藤ステーブル 田村 康仁 新冠 前川 隆範 492－ 21：12．6クビ 446．7�
12 ナンベーサン 牡5芦 57 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 伊藤 大士 日高 アイズスタッド株式会社 B502± 01：13．02
 92．8	
11 メイスンラック 牝4黒鹿55 津村 明秀梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 B456－ 4 〃 クビ 86．1

48 スリーミネルバ 牝4黒鹿55 武士沢友治永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 448＋ 21：13．31	 62．0�
35 イ ザ 牡5鹿 57 三浦 皇成松田 整二氏 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 504＋ 41：13．4クビ 16．8�
713� アサクサレーサー 牡7黒鹿 57

55 △武藤 雅田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 クビ 20．9
612 ユニルドール 牝4栗 55

52 ▲野中悠太郎大塚 亮一氏 池上 昌弘 新ひだか 中田 英樹 444－ 21：13．5
 522．4�
815 ハイアーヴォルト 牡6鹿 57 村田 一誠伊東 純一氏 尾形 充弘 浦河 昭和牧場 494－ 41：13．6
 60．0�
24 � トラストエンジェル 牝4黒鹿55 F．ミナリク菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 中地 義次 420－ 8 〃 ハナ 141．2�

（独）

510 ヴ ォ ル タ 牡4芦 57 松岡 正海 �アフロin El Paso 奥村 武 浦河 高村牧場 476＋ 81：13．7	 10．5�
59 マイネルヘミニス 牡4黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 31：13．9	 314．2�
47 ノボミリオンヌ 牝4鹿 55 内田 博幸�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 452＋101：14．32
 70．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，141，000円 複勝： 57，723，300円 枠連： 23，681，600円
馬連： 87，170，400円 馬単： 47，211，200円 ワイド： 48，538，100円
3連複： 109，429，100円 3連単： 173，956，800円 計： 585，851，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 180円 � 110円 � 120円 枠 連（2－3） 780円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 390円 �� 500円 �� 160円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 9，290円

票 数

単勝票数 計 381410 的中 � 31364（3番人気）
複勝票数 計 577233 的中 � 41908（3番人気）� 268412（1番人気）� 97912（2番人気）
枠連票数 計 236816 的中 （2－3） 23374（2番人気）
馬連票数 計 871704 的中 �� 63513（3番人気）
馬単票数 計 472112 的中 �� 11548（9番人気）
ワイド票数 計 485381 的中 �� 27894（2番人気）�� 20583（7番人気）�� 97857（1番人気）
3連複票数 計1094291 的中 ��� 93259（1番人気）
3連単票数 計1739568 的中 ��� 13570（24番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―12．2―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．7―46．9―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メンデンホール �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．10．4 中山3着

2013．3．27生 牝5黒鹿 母 ストロベリーフェア 母母 Storm Song 17戦3勝 賞金 28，984，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14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を表示している。



06009 2月24日 晴 良 （30中山2）第1日 第9競走 ��
��2，200�

す い せ ん

水 仙 賞
発走14時35分 （芝・右・外）
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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

11 ロサグラウカ 牝3黒鹿54 石橋 脩 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 434－ 62：15．4 6．4�
22 ウラヌスチャーム 牝3黒鹿54 大野 拓弥�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 492－ 62：15．61� 13．7�
55 � タニノフランケル 牡3青鹿56 戸崎 圭太谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 530＋ 42：15．7	 2．9�
66 ダイワギャバン 牡3鹿 56 田辺 裕信大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 476± 02：15．91	 2．6�
77 
 トーセンスーリヤ 牡3栗 56 三浦 皇成島川 	哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 474＋ 2 〃 ハナ 81．0

44 マイネルキラメキ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 430＋122：16．0� 5．4�
33 ノーブルカリス 牝3鹿 54 江田 照男吉木 伸彦氏 菊川 正達 新ひだか 田中 裕之 472－ 22：16．42	 18．8�
88 タイプムーン 牝3黒鹿54 F．ミナリク �コスモヴューファーム 池上 昌弘 新冠 コスモヴューファーム 468± 0 〃 アタマ 189．3

（独）

89 � ラスエモーショネス 牝3鹿 54 北村 宏司野嶋 祥二氏 高橋 義忠 愛 M. Phelan B458－ 82：16．61	 22．1�
（9頭）

売 得 金
単勝： 56，652，600円 複勝： 50，076，000円 枠連： 15，966，400円
馬連： 100，483，700円 馬単： 54，536，000円 ワイド： 52，387，600円
3連複： 114，585，700円 3連単： 260，544，400円 計： 705，232，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 180円 � 260円 � 130円 枠 連（1－2） 4，190円

馬 連 �� 4，110円 馬 単 �� 6，350円

ワ イ ド �� 960円 �� 390円 �� 540円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 18，980円

票 数

単勝票数 計 566526 的中 � 70374（4番人気）
複勝票数 計 500760 的中 � 66624（4番人気）� 38986（5番人気）� 127014（1番人気）
枠連票数 計 159664 的中 （1－2） 2949（15番人気）
馬連票数 計1004837 的中 �� 18941（14番人気）
馬単票数 計 545360 的中 �� 6434（22番人気）
ワイド票数 計 523876 的中 �� 13087（14番人気）�� 36479（5番人気）�� 24741（6番人気）
3連複票数 計1145857 的中 ��� 28370（11番人気）
3連単票数 計2605444 的中 ��� 9950（68番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―13．3―13．4―13．2―13．1―12．1―12．1―11．7―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．4―36．7―50．1―1：03．3―1：16．4―1：28．5―1：40．6―1：52．3―2：03．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロサグラウカ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．11．18 福島1着

2015．5．4生 牝3黒鹿 母 ローザブランカ 母母 ロ ー ズ バ ド 2戦2勝 賞金 17，203，000円
※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。

06010 2月24日 晴 良 （30中山2）第1日 第10競走 ��
��1，800�

と み さ と

富 里 特 別
発走15時10分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，29．2．25以降30．2．18まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

富里市長賞（1着）
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

714 ベアインマインド 牝5鹿 53 F．ミナリク宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 430－ 41：49．8 51．3�
（独）

816 ラッシュアタック 牡6鹿 55 石橋 脩 �キャロットファーム 菊川 正達 洞�湖 レイクヴィラファーム 504＋ 2 〃 ハナ 4．7�
47 トータルソッカー 牡4栗 55 戸崎 圭太渡邊 隆氏 尾形 充弘 新ひだか 真歌田中牧場 502－ 2 〃 アタマ 3．5�
23 スマートエレメンツ 牡4鹿 55 三浦 皇成大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 514＋12 〃 アタマ 2．7�

612 マイネルユニブラン 牡4黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 526－ 21：50．01� 15．9	

12 ゴールドエッセンス 牝6鹿 52 内田 博幸吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B416－ 61：50．63	 13．0

35 アートフェスタ 牡7黒鹿53 野中悠太郎森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 518－ 41：50．7	 175．0�
11 サ ン シ ロ ウ 牡4鹿 53 柴田 善臣合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B502＋ 21：50．8	 51．1�
510 ラスイエットロス 牝5鹿 51 武藤 雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 416± 0 〃 ハナ 43．6
611 コウキチョウサン 牡5鹿 54 北村 宏司�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 466－ 2 〃 ハナ 9．4�
36 オンタケハート 牡7鹿 54 田中 勝春宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 480－ 4 〃 クビ 30．4�
815 ベストドリーム 牡7鹿 54 津村 明秀堀口 晴男氏 松山 将樹 日高 日西牧場 484＋ 21：51．01 35．2�
24 
 コパノディール 牝5黒鹿52 村田 一誠小林 照弘氏 尾形 充弘 むかわ 市川牧場 432－ 6 〃 クビ 171．2�
48 スプリングフット 牡4鹿 53 武士沢友治島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 486－ 41：51．21� 207．7�
713 スワンボート 牡8鹿 50 井上 敏樹田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 476± 0 〃 アタマ 560．5�
59 リュウツバメ 牝8鹿 50 江田 照男田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 544＋ 21：51．3� 323．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，230，200円 複勝： 58，395，100円 枠連： 32，773，200円
馬連： 134，696，800円 馬単： 57，439，500円 ワイド： 72，029，000円
3連複： 169，333，700円 3連単： 235，558，000円 計： 803，455，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，130円 複 勝 � 790円 � 180円 � 180円 枠 連（7－8） 5，420円

馬 連 �� 9，920円 馬 単 �� 29，280円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 2，040円 �� 430円

3 連 複 ��� 7，970円 3 連 単 ��� 114，380円

票 数

単勝票数 計 432302 的中 � 6733（11番人気）
複勝票数 計 583951 的中 � 14044（10番人気）� 92050（3番人気）� 100550（2番人気）
枠連票数 計 327732 的中 （7－8） 4685（17番人気）
馬連票数 計1346968 的中 �� 10523（28番人気）
馬単票数 計 574395 的中 �� 1471（63番人気）
ワイド票数 計 720290 的中 �� 6780（29番人気）�� 8644（24番人気）�� 47949（3番人気）
3連複票数 計1693337 的中 ��� 15920（26番人気）
3連単票数 計2355580 的中 ��� 1493（301番人気）

ハロンタイム 12．9―12．5―12．6―12．8―12．3―12．3―11．6―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．4―38．0―50．8―1：03．1―1：15．4―1：27．0―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．4
1
3
・（7，12）（3，16）（5，8，14）2，13（1，4，6）11（10，15）－9・（7，12）16，3（8，14）（2，5，13）（1，6，11）（10，15）（4，9）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ベアインマインド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Richly Blended デビュー 2015．11．1 東京8着

2013．2．7生 牝5鹿 母 ウルトラブレンド 母母 Ankha 17戦4勝 賞金 52，039，000円
※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。



06011 2月24日 晴 良 （30中山2）第1日 第11競走 ��
��1，200�アクアマリンステークス

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，29．2．25以降30．2．18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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

815 レジーナフォルテ 牝4黒鹿53 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 494＋ 21：08．3 32．7�
48 ワンアフター 牡5栗 55 戸崎 圭太薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 466－ 61：08．51� 6．0�
59 アッラサルーテ 牝5栗 53 石橋 脩吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：08．71� 4．8�
35 シーズララバイ 牝4栗 52 柴田 善臣吉田 千津氏 竹内 正洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444± 0 〃 クビ 13．8�
612� クリノハッチャン 牝7鹿 50 武藤 雅栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 462－ 21：08．8	 57．3�
11 エンゲルヘン 牝4栗 53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 21：08．9クビ 4．2	
510 オールインワン 牡5鹿 57 F．ミナリク �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 浦河 笹島 政信 492± 0 〃 ハナ 13．6

（独）

611 クラウンアイリス 牝7栗 53 内田 博幸�クラウン 天間 昭一 大分 クラウンファーム 408＋ 2 〃 クビ 11．1�
713 メイショウスイヅキ 牝5鹿 52 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 458－ 41：09．0クビ 28．2�
36 � キセキノケイフ 牡5鹿 53 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 新ひだか 松田牧場 474－ 4 〃 アタマ 33．3
816 クリノコマチ 牝7栗 50 伊藤 工真栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 462＋ 21：09．21� 281．7�
12 ベルモントラハイナ 牝7鹿 51 西村 太一�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 492± 01：09．41� 332．8�
47 ウエスタンユーノー 牝7芦 51 野中悠太郎西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 488－ 2 〃 クビ 143．8�
23 ラホーヤビーチ 牝6青鹿52 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 474＋ 21：09．61 81．0�
714� ロードセレリティ 牡5鹿 57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか 前川 正美 494＋12 （競走中止） 3．6�

（15頭）
24 ドラゴンストリート 牡7鹿 54 大野 拓弥窪田 芳郎氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 82，378，000円 複勝： 116，394，000円 枠連： 65，072，700円
馬連： 316，133，400円 馬単： 123，679，500円 ワイド： 142，077，400円
3連複： 420，061，400円 3連単： 586，436，900円 計： 1，852，233，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，270円 複 勝 � 670円 � 220円 � 190円 枠 連（4－8） 7，400円

馬 連 �� 9，870円 馬 単 �� 26，460円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 2，250円 �� 590円

3 連 複 ��� 13，410円 3 連 単 ��� 143，050円

票 数

単勝票数 計 823780 的中 � 20125（9番人気）
複勝票数 計1163940 的中 � 35447（9番人気）� 142100（4番人気）� 192201（2番人気）
枠連票数 計 650727 的中 （4－8） 6806（21番人気）
馬連票数 計3161334 的中 �� 24814（33番人気）
馬単票数 計1236795 的中 �� 3505（70番人気）
ワイド票数 計1420774 的中 �� 12034（34番人気）�� 15730（24番人気）�� 66710（5番人気）
3連複票数 計4200614 的中 ��� 23490（45番人気）
3連単票数 計5864369 的中 ��� 2972（432番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．9―11．7―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．2―44．9―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．1
3 7，10，9（1，15）（2，8，16）（6，14）5（3，13）（11，12） 4 ・（7，10）（9，15）（1，8）（2，14，16）（6，5）13（3，11，12）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

レジーナフォルテ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．7．9 福島6着

2014．3．28生 牝4黒鹿 母 ナイキトライアンフ 母母 ウィンヒストリー 17戦4勝 賞金 63，943，000円
〔出走取消〕 ドラゴンストリート号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔競走中止〕 ロードセレリティ号は，競走中に疾病〔右第3中手骨開放骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。

06012 2月24日 晴 良 （30中山2）第1日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

44 クリノライメイ 牡4青鹿56 蛯名 正義栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 502－101：54．0 8．0�
45 パイロキネシスト 牡6黒鹿57 松岡 正海平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B498± 0 〃 クビ 3．5�
711 タイセイストーム 牡6青鹿57 石橋 脩田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 富田牧場 490－ 81：54．21� 5．0�
813 ジュンスターホース 牡4栗 56 北村 宏司河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B468－ 41：54．41� 3．8�
33 リョウランヒーロー 牡4黒鹿56 横山 和生佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 484－ 21：54．71	 64．9�
68 ドリームリヴァール 
8黒鹿57 田辺 裕信ライオンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 460± 0 〃 アタマ 5．8	
69 ハ シ カ ミ 牡5青鹿57 戸崎 圭太中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 476＋ 41：54．9	 36．3

22 ノースランドボーイ 
6青 57 勝浦 正樹河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 B506－ 21：55．11� 134．2�
56 ダイチトゥルース 牡7黒鹿57 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 470＋ 21：55．2� 43．2
57 プ レ ゼ ン ス 牡4黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎 �社台レースホース尾形 充弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B500－ 21：55．41� 17．2�

11 キ ー タ イ プ 牡6栗 57 大庭 和弥北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 450＋101：55．61� 172．3�
812� パブリックフレンド 牡6青 57 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 484－ 21：58．5大差 25．2�
710 ストリートキャップ 牡6芦 57 大野 拓弥 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 484－ 2 （競走中止） 28．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 76，361，800円 複勝： 94，342，300円 枠連： 40，982，400円
馬連： 178，159，400円 馬単： 81，029，700円 ワイド： 111，170，000円
3連複： 231，581，800円 3連単： 339，311，800円 計： 1，152，939，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 230円 � 140円 � 170円 枠 連（4－4） 1，270円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 510円 �� 780円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 14，100円

票 数

単勝票数 計 763618 的中 � 75822（5番人気）
複勝票数 計 943423 的中 � 87020（5番人気）� 213245（1番人気）� 142143（3番人気）
枠連票数 計 409824 的中 （4－4） 24863（7番人気）
馬連票数 計1781594 的中 �� 101083（5番人気）
馬単票数 計 810297 的中 �� 18784（12番人気）
ワイド票数 計1111700 的中 �� 55198（5番人気）�� 33656（10番人気）�� 96897（1番人気）
3連複票数 計2315818 的中 ��� 82879（5番人気）
3連単票数 計3393118 的中 ��� 17444（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―37．6―50．7―1：03．7―1：16．2―1：28．7―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノライメイ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．10．9 京都9着

2014．3．9生 牡4青鹿 母 クリノスペシャル 母母 ペパーミントグラス 17戦3勝 賞金 36，350，000円
〔競走中止〕 ストリートキャップ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。・・・〔制裁〕 キータイプ号の騎手大庭和弥は，最後の直線コースで右あぶみ革の尾錠が外れたことについて過怠金50，000円。



（30中山2）第1日 2月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

194，620，000円
2，590，000円
16，530，000円
1，280，000円
21，470，000円
71，652，000円
5，390，800円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
514，929，100円
698，475，200円
294，528，100円
1，233，587，600円
580，047，000円
697，912，900円
1，587，825，800円
2，324，672，900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 7，931，978，600円

総入場人員 16，523名 （有料入場人員 15，096名）
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