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06073 3月17日 晴 良 （30中山2）第7日 第1競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

612 マイントラウム 牝3鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 482－ 21：57．3 3．6�
23 アポロレイア 牝3鹿 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 456＋ 2 〃 クビ 5．3�
713 タオルデスカーフ 牝3鹿 54 池添 謙一山際 辰夫氏 大竹 正博 日高 山際 辰夫 478－ 41：57．93� 35．9�
48 ジェイケイバスター 牝3鹿 54 三浦 皇成小谷野次郎氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 448－ 21：58．11� 7．0�
11 アンシンカブル 牝3栗 54 柴田 大知水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 414－ 81：58．3� 184．7�
47 サンズエーガル 牝3栗 54 嘉藤 貴行天堀 忠博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 武 牧場 478－141：58．4� 401．5	
714 ジャンティエス 牝3栗 54 F．ミナリク落合 幸弘氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 460－ 21：58．61 3．7


（独）

510 ヴォーグショコラ 牝3鹿 54 横山 和生志村 幸彦氏 尾形 和幸 日高 浦新 徳司 452－ 81：58．91� 28．2�
24 ノ ノ レ タ 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎内藤 好江氏 勢司 和浩 茨城 内藤牧場 428－ 82：00．49 587．4�
36 ミンデンユウカ 牝3黒鹿54 大野 拓弥松田 整二氏 新開 幸一 日高 野島牧場 506－ 42：00．5� 20．1
816 メ ヒ テ ィ ヒ 牝3栗 54

52 △武藤 雅�ラ・メール 松永 康利 浦河 ディアレスト
クラブ 424－102：01．03 160．8�

12 ディーズパーチェス 牝3鹿 54
51 ▲木幡 育也秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B414－102：01．42� 389．1�

59 ミ ュ ッ セ ン 牝3栗 54 北村 宏司�ラ・メール 奥村 武 新冠 村田牧場 510 ―2：01．5� 62．4�
611 リルインフィニティ 牝3鹿 54 丹内 祐次西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 492＋102：01．6� 86．2�
815 ハウキュート 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊川 正達 新ひだか 静内白井牧場 454－ 62：03．08 68．5�

35 ミ サ コ 牝3芦 54 内田 博幸由井健太郎氏 萩原 清 浦河 酒井牧場 476－ 22：03．2� 4．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，643，100円 複勝： 42，604，900円 枠連： 13，237，500円
馬連： 54，319，500円 馬単： 25，403，100円 ワイド： 35，187，500円
3連複： 76，259，800円 3連単： 90，230，300円 計： 360，885，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 190円 � 830円 枠 連（2－6） 1，130円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，080円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 9，890円 3 連 単 ��� 32，280円

票 数

単勝票数 計 236431 的中 � 51643（1番人気）
複勝票数 計 426049 的中 � 91657（1番人気）� 59712（4番人気）� 9363（8番人気）
枠連票数 計 132375 的中 （2－6） 9024（5番人気）
馬連票数 計 543195 的中 �� 34287（6番人気）
馬単票数 計 254031 的中 �� 8994（7番人気）
ワイド票数 計 351875 的中 �� 19516（6番人気）�� 4171（19番人気）�� 4034（20番人気）
3連複票数 計 762598 的中 ��� 5782（28番人気）
3連単票数 計 902303 的中 ��� 2026（94番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．9―13．1―12．6―13．0―13．4―13．1―14．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．5―50．6―1：03．2―1：16．2―1：29．6―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．1―3F41．1
1
3
3，5（7，15）（2，6，12）14（11，13）8（1，16）－10－4－9
3－（5，7，12）（2，6，14）（13，8）1－（11，16，10）（15，9）4

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

勝馬の
紹 介

マイントラウム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Mineshaft デビュー 2018．1．6 中山2着

2015．4．15生 牝3鹿 母 ザッハーマイン 母母 Pulsatilla 3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 マイントラウム号の騎手石橋脩は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハウキュート号・ミサコ号は，「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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アイアムオパール号・デルマアマレット号
※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。

06074 3月17日 晴 良 （30中山2）第7日 第2競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

713 サトノユニゾン 牡3鹿 56 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 新ひだか グランド牧場 498－ 21：13．2 2．8�
12 セグレートシチー 牡3栗 56 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B502± 01：13．3� 4．9�
47 ザ ブ ル グ 牡3鹿 56 三浦 皇成中村 智幸氏 高柳 瑞樹 森 笹川大晃牧場 462± 01：13．4クビ 4．8�
816 トップフィリア 牡3黒鹿 56

55 ☆井上 敏樹金山 克己氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 458± 01：13．61 9．6�
24 ラヴィーズロマーン 牡3黒鹿56 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 450＋ 41：13．7� 10．7�
36 ディアフェルスパー �3鹿 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 450－ 2 〃 ハナ 38．9	
815 タイセイレーベン 牡3栗 56 柴田 善臣田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 森 政巳 514－ 81：13．91 6．5

714 ダンディマジシャン 牡3鹿 56 吉田 隼人山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 480－ 61：14．11� 178．7�
23 プリメラプリンセサ 牝3鹿 54 F．ミナリク丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 426± 0 〃 クビ 27．2�

（独）

11 クリノクノイチ 牝3黒鹿 54
51 ▲野中悠太郎栗本 博晴氏 本間 忍 日高 日西牧場 468 ―1：14．31� 248．6

612 メ ロ ス 牡3黒鹿 56
54 △武藤 雅島井新一郎氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 6 〃 ハナ 26．9�
59 ペイシャガンセ 牝3鹿 54 伴 啓太北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 488 ―1：14．4クビ 211．9�
510 ミヤコスマイル 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 444－101：15．46 95．1�
48 イ ェ ー イ 牡3栗 56 大野 拓弥山下 良子氏 的場 均 新冠 石田牧場 460－ 41：16．03� 133．9�
611 ティヴォリオベーネ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士内藤 好江氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 390－181：17．7大差 591．3�
35 カチコサプライズ 牝3鹿 54 二本柳 壮竹原 孝昭氏 石毛 善彦 熊本 本田 土寿 B444＋20 〃 ハナ 432．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，879，800円 複勝： 34，247，900円 枠連： 14，459，500円
馬連： 49，991，900円 馬単： 22，892，200円 ワイド： 32，011，200円
3連複： 66，029，300円 3連単： 80，137，000円 計： 321，648，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 140円 � 140円 枠 連（1－7） 800円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 300円 �� 380円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 5，170円

票 数

単勝票数 計 218798 的中 � 62159（1番人気）
複勝票数 計 342479 的中 � 72834（1番人気）� 59142（2番人気）� 58994（3番人気）
枠連票数 計 144595 的中 （1－7） 13940（2番人気）
馬連票数 計 499919 的中 �� 48604（1番人気）
馬単票数 計 228922 的中 �� 12210（1番人気）
ワイド票数 計 320112 的中 �� 28866（1番人気）�� 21097（3番人気）�� 19503（4番人気）
3連複票数 計 660293 的中 ��� 36983（1番人気）
3連単票数 計 801370 的中 ��� 11225（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．7―12．3―12．6―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．6―46．9―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノユニゾン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2018．2．25 中山3着

2015．4．2生 牡3鹿 母 ハ ニ ー パ イ 母母 チャームカーニバル 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔制裁〕 ザブルグ号の騎手三浦皇成は，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：6番・14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティヴォリオベーネ号・カチコサプライズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成30年5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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ソルトテラス号・トップギア号
※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。

第２回 中山競馬 第７日



06075 3月17日 晴 良 （30中山2）第7日 第3競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

611 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 516－ 21：58．0 2．7�
713 クラウンミリオン 牡3鹿 56 F．ミナリク矢野まり子氏 伊藤 伸一 日高 クラウン日高牧場 470－ 21：58．1� 12．2�

（独）

714 ボ ン テ ン 牡3鹿 56
53 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 荻伏三好フ

アーム 442± 0 〃 ハナ 35．5�
48 マイネルミシシッピ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 496± 0 〃 ハナ 6．6�
11 アロングショット 牡3鹿 56 大野 拓弥藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B448－ 81：58．41� 4．5�
24 シカゴジャズ 牡3鹿 56 内田 博幸ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 21：58．5� 7．1	
816 エイカイオリンピア 牡3鹿 56 三浦 皇成二木 英德氏 高柳 瑞樹 洞�湖 レイクヴィラファーム 536＋121：58．6クビ 8．2

47 アークカンパネラ 牡3青鹿 56

55 ☆井上 敏樹酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 川上牧場 476＋ 61：59．02� 11．4�
612 ニシノホクサイ 牡3青鹿 56

53 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 B454± 01：59．1� 136．4�
59 サノノツルギ �3黒鹿56 勝浦 正樹佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 462± 01：59．52� 318．6
815 オープニングアクト 牡3栗 56 北村 宏司�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 496－ 61：59．6� 42．9�
23 イマジンピース 牡3鹿 56 黛 弘人薪浦 亨氏 和田 雄二 新ひだか 木下牧場 460－142：00．34 452．4�
12 フランクオーシャン 牡3鹿 56

54 △武藤 雅�パニオロ 水野 貴広 新冠 上井農場 B450－ 32：00．4クビ 601．9�
35 ネオヴァラドン 牝3栗 54 松岡 正海小林 仁幸氏 中舘 英二 日高 白井牧場 450－ 82：00．5� 114．0�
36 サンフレデリック 牡3鹿 56 西田雄一郎 �加藤ステーブル 的場 均 浦河 冨岡牧場 464－ 22：03．1大差 491．2�
510 モモイロトイキ 牝3栗 54 蛯名 正義北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 426－ 52：05．2大差 119．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，055，500円 複勝： 35，257，400円 枠連： 14，016，200円
馬連： 50，715，100円 馬単： 26，340，400円 ワイド： 31，709，000円
3連複： 66，449，200円 3連単： 82，293，000円 計： 331，835，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 310円 � 640円 枠 連（6－7） 1，180円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，180円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 10，590円 3 連 単 ��� 37，080円

票 数

単勝票数 計 250555 的中 � 73699（1番人気）
複勝票数 計 352574 的中 � 94572（1番人気）� 25104（7番人気）� 10487（8番人気）
枠連票数 計 140162 的中 （6－7） 9150（6番人気）
馬連票数 計 507151 的中 �� 21364（7番人気）
馬単票数 計 263404 的中 �� 6591（11番人気）
ワイド票数 計 317090 的中 �� 14712（7番人気）�� 6825（14番人気）�� 3054（26番人気）
3連複票数 計 664492 的中 ��� 4702（34番人気）
3連単票数 計 822930 的中 ��� 1609（136番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―13．5―14．1―13．1―12．4―12．8―13．1―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―38．5―52．6―1：05．7―1：18．1―1：30．9―1：44．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．9
1
3
7，8（4，13）（11，15）（1，5）6（2，10，16）9，14（3，12）・（7，8，13）（4，15，16）11，1，5，14（6，12，3）－（2，9）－10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レ ア バ ー ド �
�
父 サムライハート �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2017．10．21 東京3着

2015．5．20生 牡3鹿 母 ディアレイラ 母母 ハ シ コ 6戦1勝 賞金 10，150，000円
〔発走状況〕 オープニングアクト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンフレデリック号・モモイロトイキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月

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 メモリーブレッド号
※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。

06076 3月17日 晴 良 （30中山2）第7日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時40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

34 キャベンディッシュ 牡3栗 56 M．デムーロ本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 484± 01：55．2 5．1�
712� スウィングビート 牡3鹿 56 内田 博幸 �社台レースホース加藤 征弘 米 Shadai Farm 480＋ 21：55．52 4．1�
22 ゴ ラ イ ア ス 牡3青鹿56 大野 拓弥 �サンデーレーシング 高木 登 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 490＋ 21：56．13� 2．7�
58 ネ コ ワ シ 牡3鹿 56 北村 宏司桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 492－ 2 〃 クビ 36．6�
46 モリトユウブ 牡3鹿 56 蛯名 正義石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 486＋ 21：56．2クビ 69．6�
35 レオアルティメット 牡3栗 56 江田 照男	レオ 牧 光二 日高 川端 正博 522－ 81：56．3� 78．5

713 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 496－ 41：56．4	 12．8�
611 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 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム B486－ 6 〃 ハナ 14．9�
814 エクレアハンター 牡3黒鹿56 石橋 脩李 柱坤氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 448－ 41：56．5	 6．8
11 ディーズフェイク 牝3青鹿54 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 458－ 21：56．71
 184．0�
47 ギガバッケン 牡3鹿 56 西田雄一郎 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 526－181：56．9	 28．2�
23 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 B526＋ 4 〃 ハナ 30．0�

（独）

59 ノアダイヤモンド 牝3栗 54 吉田 隼人佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 460－ 81：57．43 125．9�
815 タイセイシュラーク 牡3黒鹿56 田中 勝春田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 柏木 一則 472－ 21：58．35 48．1�
610 ビレッジキング 牡3黒鹿 56

54 △武藤 雅村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 三石川上牧場 458－ 41：59．57 681．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，748，200円 複勝： 60，947，600円 枠連： 16，020，600円
馬連： 69，867，600円 馬単： 32，040，900円 ワイド： 50，585，400円
3連複： 96，469，600円 3連単： 120，032，200円 計： 483，712，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 170円 � 130円 枠 連（3－7） 940円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 460円 �� 380円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 9，570円

票 数

単勝票数 計 377482 的中 � 58696（3番人気）
複勝票数 計 609476 的中 � 91072（2番人気）� 87809（3番人気）� 133387（1番人気）
枠連票数 計 160206 的中 （3－7） 13199（5番人気）
馬連票数 計 698676 的中 �� 52592（3番人気）
馬単票数 計 320409 的中 �� 10061（8番人気）
ワイド票数 計 505854 的中 �� 27641（4番人気）�� 33981（2番人気）�� 34626（1番人気）
3連複票数 計 964696 的中 ��� 57362（1番人気）
3連単票数 計1200322 的中 ��� 9090（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．5―51．3―1：04．0―1：16．3―1：28．7―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キャベンディッシュ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．7．15 福島7着

2015．2．18生 牡3栗 母 キョウエイデビュー 母母 ジ ャ ー バ イ 7戦2勝 賞金 17，054，000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。



06077 3月17日 晴 良 （30中山2）第7日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時30分 （芝・右・外）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

48 シュバルツリッター 牡3青鹿56 M．デムーロライオンレースホース� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 466＋ 41：35．3 1．6�
714 シャープスティーン 牝3栗 54 吉田 隼人林 正道氏 武井 亮 新ひだか 服部 牧場 452－ 81：35．51� 10．7�
815 ニシノゲンセキ 牡3黒鹿 56

54 △武藤 雅西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 清水ファーム 478 ―1：35．6� 23．5�
510 バルトフォンテン 牡3栗 56 内田 博幸吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 488－ 6 〃 クビ 6．2�
36 マイネルテンプス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 21：35．91	 22．0�
11 ボリュームラベル 牝3鹿 54 柴田 善臣薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 464－101：36．11� 45．0	
23 サンラボック 牝3栗 54 田中 勝春 �加藤ステーブル 宗像 義忠 日高 有限会社

ケイズ 396－ 6 〃 ハナ 212．5

713 マイネルイノメ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 日高 荒井ファーム B482－ 81：36．2クビ 5．7�
612 ベ リ ー タ 牝3栗 54 松岡 正海 �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 428－ 21：36．3	 203．6�
35 ラグビーガール 牝3鹿 54 横山 和生齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 日高 シンボリ牧場 460－ 61：36．4	 36．0
611 ヒマラヤアクア 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士辻 大作氏 小桧山 悟 浦河 グランデファーム 446－ 21：36．61� 275．7�
47 ブラックマティーニ 牡3鹿 56 F．ミナリク黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 458－ 21：36．81� 28．0�

（独）

59 ミルクアンドハニー 牝3青鹿54 菅原 隆一薪浦 亨氏 武市 康男 安平 吉田 三郎 432＋ 41：37．11	 211．9�
12 デルマスピリタス 牝3栗 54 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 456＋101：37．52� 147．4�
816 ヴァローレネロ 牡3青 56 大野 拓弥程田 真司氏 矢野 英一 日高 チャンピオン

ズファーム 446＋12 〃 クビ 207．3�
24 オプティカルビート 牡3鹿 56 北村 宏司水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 462－141：40．1大差 50．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，504，900円 複勝： 59，676，700円 枠連： 18，126，200円
馬連： 55，802，700円 馬単： 36，024，400円 ワイド： 40，983，000円
3連複： 75，462，900円 3連単： 121，360，300円 計： 435，941，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 200円 � 410円 枠 連（4－7） 280円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 330円 �� 830円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 13，690円

票 数

単勝票数 計 285049 的中 � 137157（1番人気）
複勝票数 計 596767 的中 � 313644（1番人気）� 48095（4番人気）� 17222（7番人気）
枠連票数 計 181262 的中 （4－7） 49245（1番人気）
馬連票数 計 558027 的中 �� 61376（3番人気）
馬単票数 計 360244 的中 �� 26265（3番人気）
ワイド票数 計 409830 的中 �� 36331（3番人気）�� 12172（9番人気）�� 3407（25番人気）
3連複票数 計 754629 的中 ��� 10220（18番人気）
3連単票数 計1213603 的中 ��� 6426（38番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．4―12．2―12．1―12．1―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．6―46．8―58．9―1：11．0―1：23．0

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シュバルツリッター �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．19 東京3着

2015．2．17生 牡3青鹿 母 スターリーロマンス 母母 ミルレーサー 6戦1勝 賞金 12，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オプティカルビート号は，「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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ウィナーポイント号・スピードウイング号・バロンボーテ号・フィエール号
※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。

06078 3月17日 晴 良 （30中山2）第7日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走13時05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
1：57．8
1：56．1

良
良

815 パイオニアバイオ 牝3鹿 54 石橋 脩バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 416± 02：03．4 2．8�
612 シゲルシイタケ 牡3鹿 56 蛯名 正義森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 458－ 42：03．61� 13．1�
24 コウセイゲキソウ 牡3青鹿56 内田 博幸杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 村本牧場 486＋ 22：04．23� 22．7�
36 オーヴォドーロ 牝3黒鹿54 柴田 善臣 �いとはんホール

ディングス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 458－ 6 〃 ハナ 12．4�
48 テ ィ イ 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅近藤 英子氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 444± 0 〃 ハナ 172．2	
35 インプレスシチー 牡3青 56 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 オリオンファーム 454－ 2 〃 ハナ 43．1

510 ケンタッキーグラス 牡3鹿 56 北村 宏司�Shadow 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 492－102：04．41 11．3�
816 グッドトゥヒアー 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 山際 智 406－162：04．5� 241．3�
713 サンクエトワール 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 374＋ 42：04．6� 220．3
59 ハ ー ビ ー ナ 牝3黒鹿54 吉田 隼人多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 458＋102：04．92 3．4�
611 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 508－ 82：05．11 5．3�
12 グ ラ ッ パ 牡3黒鹿56 F．ミナリク畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 418－ 42：05．41� 12．7�

（独）

23 マイネルビーラヴド 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B464－ 62：05．71� 82．3�

47 オンディーヌ 牝3鹿 54 江田 照男的場 徹氏 菊沢 隆徳 新ひだか 大平牧場 506＋ 2 〃 クビ 305．4�
714 リベラシオン 牝3栗 54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 22：05．8� 331．4�
11 マイネルシクザール 牡3黒鹿56 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 浦河 有限会社
松田牧場 556＋ 6 （競走中止） 144．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，610，400円 複勝： 48，473，500円 枠連： 17，166，700円
馬連： 68，824，200円 馬単： 33，179，000円 ワイド： 44，821，600円
3連複： 85，971，800円 3連単： 115，402，200円 計： 446，449，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 330円 � 470円 枠 連（6－8） 590円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 640円 �� 910円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 5，120円 3 連 単 ��� 19，350円

票 数

単勝票数 計 326104 的中 � 90948（1番人気）
複勝票数 計 484735 的中 � 132239（1番人気）� 31089（6番人気）� 20146（8番人気）
枠連票数 計 171667 的中 （6－8） 22502（2番人気）
馬連票数 計 688242 的中 �� 32861（5番人気）
馬単票数 計 331790 的中 �� 9351（7番人気）
ワイド票数 計 448216 的中 �� 18669（5番人気）�� 12749（10番人気）�� 4915（24番人気）
3連複票数 計 859718 的中 ��� 12572（15番人気）
3連単票数 計1154022 的中 ��� 4322（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―36．8―49．9―1：03．1―1：15．1―1：26．7―1：38．8―1：50．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パイオニアバイオ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．8．5 新潟4着

2015．3．3生 牝3鹿 母 アニメイトバイオ 母母 レーゲンボーゲン 8戦1勝 賞金 16，150，000円
〔競走中止〕 マイネルシクザール号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 マイネルシクザール号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年5月17日まで出走できない。
※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 ミヤコベストタイム号
（非抽選馬） 1頭 ウサギノパンチ号
※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。



06079 3月17日 晴 良 （30中山2）第7日 第7競走 ��2，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上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
2：28．8
2：28．6

重
不良

68 � ワンダーラジャ 牡4栗 56 柴田 大知山本 能成氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 484－ 62：37．9 4．1�
56 イルフォーコン 牡5黒鹿57 松岡 正海 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 456－ 42：38．0� 3．6�
812 セ ラ フ ァ ン 牝4鹿 54

53 ☆井上 敏樹小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 488＋ 22：38．1クビ 361．3�
11 ダイワチャーチル 牡5鹿 57 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B510± 02：38．31 10．5�
813 サトノヴィクトリー 牡4鹿 56 M．デムーロ里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 454± 02：38．72� 2．8�
45 ポルトボナール 牡6黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎後藤 英成氏 青木 孝文 森 笹川大晃牧場 490－182：38．8� 109．7�
711 ハルカノテソーロ 牡4鹿 56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス	 高木 登 新ひだか 服部 健太郎 518－ 22：39．01	 6．9

710� フレンドミラクル 牡5栗 57 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 468＋ 2 〃 アタマ 29．0�
22 � ドラゴンイモン 牡5黒鹿57 二本柳 壮井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 492＋ 22：39．63� 163．5�
69 ア オ ス タ 
4栗 56 勝浦 正樹吉田 和美氏 古賀 慎明 新ひだか 仲野牧場 B510＋ 22：39．92 20．5
57 アイアムノーブル 牡4鹿 56 F．ミナリク堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 B462－ 62：40．0クビ 22．7�

（独）

33 � リュウシンローズ 牝4黒鹿 54
51 ▲木幡 育也�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 452－ 62：41．06 367．8�

44 � サーワシントン 
4芦 56
54 △武藤 雅窪田 芳郎氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 454± 02：42．38 244．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，822，000円 複勝： 42，978，500円 枠連： 15，340，300円
馬連： 63，063，000円 馬単： 31，166，100円 ワイド： 38，818，800円
3連複： 76，831，300円 3連単： 115，472，500円 計： 419，492，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 140円 � 4，430円 枠 連（5－6） 480円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 200円 �� 12，410円 �� 8，310円

3 連 複 ��� 24，420円 3 連 単 ��� 122，570円

票 数

単勝票数 計 358220 的中 � 68763（3番人気）
複勝票数 計 429785 的中 � 77962（2番人気）� 106743（1番人気）� 1491（13番人気）
枠連票数 計 153403 的中 （5－6） 24641（1番人気）
馬連票数 計 630630 的中 �� 89363（1番人気）
馬単票数 計 311661 的中 �� 20732（2番人気）
ワイド票数 計 388188 的中 �� 66895（1番人気）�� 669（52番人気）�� 1002（44番人気）
3連複票数 計 768313 的中 ��� 2359（59番人気）
3連単票数 計1154725 的中 ��� 683（301番人気）

ハロンタイム 13．3―12．2―13．0―13．0―13．7―14．6―13．7―12．7―12．5―12．8―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．5―38．5―51．5―1：05．2―1：19．8―1：33．5―1：46．2―1：58．7―2：11．5―2：24．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ワンダーラジャ �
�
父 サマーバード �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス

2014．4．3生 牡4栗 母 ワンダープリンセス 母母 ワンダールージュ 17戦1勝 賞金 27，050，000円
初出走 JRA

※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。

06080 3月17日 晴 良 （30中山2）第7日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分（番組第12競走を順序変更） （芝・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 レッドジェノヴァ 牝4青鹿55 池添 謙一 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 502－ 22：02．8 4．5�
66 プリンセスルーラー 牝4黒鹿55 M．デムーロ大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 480－ 42：03．01� 2．2�
77 カービングパス 牝6鹿 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 498－ 82：03．31� 3．2�
33 ジャポニカーラ 牝6黒鹿55 石橋 脩 �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 416－ 62：03．51� 28．3�
22 コスモピクシス 牝5黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 22：03．6	 19．5	
55 ヨシノザクラ 牝5芦 55 内田 博幸前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 22：03．92 6．1

88 ス ク ラ ッ タ 牝5黒鹿55 F．ミナリク吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B420± 02：04．0� 57．8�

（独）

44 ポ ロ ス 牝5鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 466＋ 22：05．38 360．4�
（8頭）

売 得 金
単勝： 36，678，500円 複勝： 44，232，100円 枠連： 発売なし
馬連： 64，556，000円 馬単： 35，288，300円 ワイド： 31，920，900円
3連複： 67，384，400円 3連単： 171，800，400円 計： 451，860，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 220円 �� 230円 �� 150円

3 連 複 ��� 340円 3 連 単 ��� 3，680円

票 数

単勝票数 計 366785 的中 � 63817（3番人気）
複勝票数 計 442321 的中 � 56068（3番人気）� 168417（1番人気）� 110652（2番人気）
馬連票数 計 645560 的中 �� 73338（2番人気）
馬単票数 計 352883 的中 �� 16911（6番人気）
ワイド票数 計 319209 的中 �� 33421（3番人気）�� 31566（5番人気）�� 61408（1番人気）
3連複票数 計 673844 的中 ��� 148613（1番人気）
3連単票数 計1718004 的中 ��� 33803（14番人気）

ハロンタイム 13．2―12．4―13．3―12．7―12．5―11．8―11．8―11．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．6―38．9―51．6―1：04．1―1：15．9―1：27．7―1：39．2―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．1
1
3
7，3，1，6，5，8，4，2・（7，3）1，6（5，8）（4，2）

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

勝馬の
紹 介

レッドジェノヴァ 
�
父 シンボリクリスエス 

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2016．11．20 東京3着

2014．4．22生 牝4青鹿 母 コロンバスサークル 母母 マンハッタンフィズ 10戦3勝 賞金 37，195，000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。

追 加 記 事（第 2回中山競馬第 6日第 8競走）
〔その他〕　　エドノライト号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕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。



06081 3月17日 晴 良 （30中山2）第7日 第9競走 ��
��1，600�

か ま が や

鎌 ケ 谷 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

鎌ケ谷市長賞（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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

33 ショウナンアンセム 牡5芦 57 吉田 隼人�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 486± 01：34．4 2．6�
66 トゥザクラウン 牡4鹿 57 M．デムーロ �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 526＋ 21：34．71� 1．8�
11 シ ャ ラ ラ 牝5鹿 55 石橋 脩 Him Rock Racing 上原 博之 浦河 中島牧場 488± 01：34．8	 6．7�
77 トーホウアイレス 牝4青鹿55 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 468± 01：35．22	 9．9�
44 マイネルズイーガー 牡4栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 498－ 21：35．3クビ 25．8	
55 
 ホワイトソニック 牡4芦 57 田中 勝春島川 
哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 452± 01：35．61� 120．2�
88 ニシノカブケ 牡6栗 57 三浦 皇成西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 504＋ 2 〃 ハナ 51．2�
22 シュンクルーズ 牡6黒鹿57 勝浦 正樹村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 464－ 2 〃 クビ 148．0
（8頭）

売 得 金
単勝： 41，187，800円 複勝： 99，297，300円 枠連： 発売なし
馬連： 83，627，300円 馬単： 51，260，000円 ワイド： 38，844，300円
3連複： 75，686，500円 3連単： 238，195，500円 計： 628，098，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 110円 �� 170円 �� 180円

3 連 複 ��� 250円 3 連 単 ��� 1，270円

票 数

単勝票数 計 411878 的中 � 124461（2番人気）
複勝票数 計 992973 的中 � 216302（2番人気）� 623796（1番人気）� 56131（3番人気）
馬連票数 計 836273 的中 �� 333503（1番人気）
馬単票数 計 512600 的中 �� 67827（2番人気）
ワイド票数 計 388443 的中 �� 114295（1番人気）�� 50433（2番人気）�� 42944（3番人気）
3連複票数 計 756865 的中 ��� 224669（1番人気）
3連単票数 計2381955 的中 ��� 135428（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．2―35．8―47．5―59．1―1：10．8―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアンセム �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．6．27 東京12着

2013．4．10生 牡5芦 母 ヴォラドーレス 母母 ア ズ ワ ー 25戦4勝 賞金 85，050，000円

06082 3月17日 晴 良 （30中山2）第7日 第10競走 ��
��1，800�

か ん こ く ば じ か い

韓 国 馬 事 会 杯
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

韓国馬事会賞（1着）
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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 ブライトンロック 牡4黒鹿57 田中 勝春坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452－ 61：53．5 7．5�

815 ヨ シ オ 牡5鹿 57 F．ミナリク仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 474＋ 21：53．82 13．3�

（独）

22 フィールザプリティ 牝6黒鹿55 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 472＋ 61：53．9� 108．5�
58 	 ストロングバローズ 牡5鹿 57 M．デムーロ猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Fox

Straus KY 556＋ 41：54．0クビ 4．9�
713 トウカイエントリー 牡7栗 57 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 徹 浦河 王蔵牧場 504－ 81：54．32 4．4�
611 クリノリトミシュル 牝5鹿 55 内田 博幸栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 498± 01：54．51
 3．2�
23 ベルウッドテラス �8鹿 57 松岡 正海鈴木 照雄氏 中舘 英二 日高 オリオンファーム 494＋ 41：54．71
 158．0	
47 アンデスクイーン 牝4栗 55 吉田 隼人 
グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 480± 01：54．8� 27．6�
59 ウインフェニックス 牡7鹿 57 三浦 皇成
ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 478－ 41：55．22� 22．7�
46 カ ラ ク プ ア 牡5黒鹿57 石橋 脩
ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム B502－ 41：55．3� 56．9
34  パルトネルラーフ 牡5鹿 57 大野 拓弥ディアレストクラブ
 高木 登 日高 浜本牧場 502＋ 21：55．83 69．8�
610 メガオパールカフェ 牡7栗 57 池添 謙一西川 光一氏 和田 勇介 日高 ヤナガワ牧場 534－ 41：56．01 117．5�
814 コアレスキング 牡8鹿 57 村田 一誠小林 昌志氏 伊藤 正徳 平取 コアレススタッド 540－ 21：56．21
 173．2�
35 エ ネ ス ク 牡5鹿 57 柴田 大知桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 514－ 61：56．73 6．0�
712 マ リ オ ー ロ 牡6鹿 57 井上 敏樹菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 514± 01：56．8� 421．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 53，035，300円 複勝： 77，697，100円 枠連： 27，927，300円
馬連： 140，359，200円 馬単： 56，588，500円 ワイド： 71，854，600円
3連複： 177，791，300円 3連単： 234，721，800円 計： 839，975，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 240円 � 390円 � 2，360円 枠 連（1－8） 3，600円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 6，630円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 8，420円 �� 13，340円

3 連 複 ��� 86，530円 3 連 単 ��� 408，080円

票 数

単勝票数 計 530353 的中 � 56564（5番人気）
複勝票数 計 776971 的中 � 100917（3番人気）� 51984（6番人気）� 7186（12番人気）
枠連票数 計 279273 的中 （1－8） 5998（17番人気）
馬連票数 計1403592 的中 �� 27122（16番人気）
馬単票数 計 565885 的中 �� 6399（29番人気）
ワイド票数 計 718546 的中 �� 16064（15番人気）�� 2162（51番人気）�� 1361（67番人気）
3連複票数 計1777913 的中 ��� 1541（150番人気）
3連単票数 計2347218 的中 ��� 417（730番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．2―50．4―1：03．1―1：15．4―1：27．9―1：40．6

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブライトンロック �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．8．20 新潟1着

2014．5．18生 牡4黒鹿 母 クイーンオブナプレス 母母 Napoleon’s Sister 16戦4勝 賞金 65，918，000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。



06083 3月17日 晴 良 （30中山2）第7日 第11競走 ��
��1，800�第32回フラワーカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
1，800万円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

710 カンタービレ 牝3鹿 54 M．デムーロ石川 達絵氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 428－ 61：49．2 3．4�
69 トーセンブレス 牝3黒鹿54 柴田 善臣島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 クビ 6．8�
33 ノ ー ム コ ア 牝3芦 54 北村 宏司池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 460＋141：49．52 7．4�
57 ウスベニノキミ 牝3鹿 54 内田 博幸岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 橋本牧場 430－101：49．6	 45．8�
812 ファストライフ 牝3栗 54 大野 拓弥石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 438± 01：49．7	 47．5�
11 メサルティム 牝3鹿 54 石橋 脩 	キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 420－ 61：49．8クビ 7．5

45 ノーブルカリナン 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 	社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 438－ 4 〃 ハナ 12．1�
68 モルフェオルフェ 牝3鹿 54 吉田 隼人並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 422－ 8 〃 ハナ 40．1�
813 カラリエーヴァ 牝3鹿 54 江田 照男天堀 忠博氏 中川 公成 新冠 芳住 鉄兵 476－ 61：50．22	 132．8
22 バケットリスト 牝3鹿 54 F．ミナリク宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 454－10 〃 ハナ 52．5�

（独）

56 インヴィジブルワン 牝3黒鹿54 三浦 皇成 	サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462－ 81：50．3クビ 67．9�

711 キープシークレット 牝3黒鹿54 柴田 大知 	シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B432－141：51．15 269．6�
44 ロックディスタウン 牝3栗 55 池添 謙一 	サンデーレーシング 藤沢 和雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋101：51．31
 2．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 158，777，800円 複勝： 191，536，800円 枠連： 63，543，200円
馬連： 439，487，400円 馬単： 172，208，900円 ワイド： 207，395，100円
3連複： 595，844，400円 3連単： 928，826，700円 計： 2，757，620，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 180円 � 210円 枠 連（6－7） 1，070円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 480円 �� 510円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 12，440円

票 数

単勝票数 計1587778 的中 � 369638（2番人気）
複勝票数 計1915368 的中 � 410574（1番人気）� 259759（3番人気）� 204367（5番人気）
枠連票数 計 635432 的中 （6－7） 45850（5番人気）
馬連票数 計4394874 的中 �� 254171（5番人気）
馬単票数 計1722089 的中 �� 59051（6番人気）
ワイド票数 計2073951 的中 �� 113396（4番人気）�� 106160（6番人気）�� 68612（11番人気）
3連複票数 計5958444 的中 ��� 155687（10番人気）
3連単票数 計9288267 的中 ��� 54118（34番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．4―12．6―12．1―12．2―11．8―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―36．8―49．4―1：01．5―1：13．7―1：25．5―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カンタービレ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2017．12．16 阪神2着

2015．3．6生 牝3鹿 母 シャンロッサ 母母 Palacoona 4戦2勝 賞金 45，269，000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。

06084 3月17日 晴 良 （30中山2）第7日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分（番組第8競走を順序変更） （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

11 � マッジョネラ 	4黒鹿 57
54 ▲菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 日高 北田 剛 496－ 81：12．1 79．9�

48 
 ライバーバード 牡4芦 57 内田 博幸馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue
Farm, LLC B500－ 21：12．31� 1．9�

35 レアリティバイオ 牡4鹿 57 北村 宏司バイオ� 松山 将樹 日高 中館牧場 496＋ 21：12．61� 66．4�
815 タイセイマルス 牡4黒鹿57 石橋 脩田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 484＋161：12．7� 7．9�
12 ヴィーグリーズ 牡4鹿 57 柴田 大知�服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 健太郎 472－ 2 〃 ハナ 16．4	
24 � ケンユキノオー 牡4黒鹿 57

55 △武藤 雅中西 健氏 久保田貴士 新冠 石郷岡 雅樹 444－261：12．91� 9．8

59 � ウエスタンボルト 	5鹿 57 田中 勝春西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 462－121：13．0クビ 15．9�
714 ケイティクエスト 牡4鹿 57 松岡 正海瀧本 和義氏 蛯名 利弘 新冠 石田牧場 458± 0 〃 クビ 129．0�
510
 グリターテソーロ 牡4鹿 57 吉田 隼人了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Steve Hol-
liday 486＋ 21：13．31� 43．4

612 ウインアンビション 牡5鹿 57 F．ミナリク�ウイン 畠山 吉宏 むかわ 真壁 信一 510＋ 21：13．5� 16．1�
（独）

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 B546－ 21：13．6� 9．3�
23 
� アジアハイウェイ 牡5黒鹿57 嶋田 純次馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Ocala Stud 556－ 81：13．7 24．7�
36 ノットオンリー 牡4鹿 57 嘉藤 貴行久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 446－ 2 〃 アタマ 159．4�
713 ウィズアウィッシュ 牝4鹿 55 三浦 皇成岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 浦河 中島牧場 478＋ 4 〃 ハナ 14．3�
47 � ロードスヴァローグ 牡4黒鹿57 江田 照男 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 パカパカ

ファーム 494＋ 71：13．91� 39．1�
816 ヴィーナスベルト 牝5芦 55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 506＋181：15．8大差 122．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 77，073，900円 複勝： 106，000，400円 枠連： 46，018，300円
馬連： 165，315，800円 馬単： 97，512，000円 ワイド： 107，324，100円
3連複： 227，153，900円 3連単： 366，059，500円 計： 1，192，457，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，990円 複 勝 � 1，410円 � 120円 � 800円 枠 連（1－4） 1，350円

馬 連 �� 7，720円 馬 単 �� 24，770円

ワ イ ド �� 2，600円 �� 18，300円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 42，220円 3 連 単 ��� 509，390円

票 数

単勝票数 計 770739 的中 � 7711（13番人気）
複勝票数 計1060004 的中 � 12475（14番人気）� 397475（1番人気）� 23214（11番人気）
枠連票数 計 460183 的中 （1－4） 26404（6番人気）
馬連票数 計1653158 的中 �� 16595（26番人気）
馬単票数 計 975120 的中 �� 2952（65番人気）
ワイド票数 計1073241 的中 �� 10667（30番人気）�� 1477（88番人気）�� 18949（14番人気）
3連複票数 計2271539 的中 ��� 4035（113番人気）
3連単票数 計3660595 的中 ��� 521（1016番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．5―12．2―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．3―46．5―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マッジョネラ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 シンボリクリスエス

2014．5．13生 	4黒鹿 母 トレグラツィエ 母母 サ ビ ア ー レ 14戦1勝 賞金 15，600，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 タイセイマルス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 タイセイマルス号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 カキツバタチグサ号
※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。



（30中山2）第7日 3月17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 168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

239，740，000円
5，060，000円
18，700，000円
1，420，000円
28，200，000円
67，192，000円
4，589，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
572，017，200円
842，950，200円
245，855，800円
1，305，929，700円
619，903，800円
731，455，500円
1，687，334，400円
2，664，531，400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 8，669，978，000円

総入場人員 17，715名 （有料入場人員 16，311名）
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