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09001 3月24日 晴 重 （30中山3）第1日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05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

11 ゴールドクロス 牡3鹿 56 三浦 皇成河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 482－ 81：55．5 9．3�
12 ノーザンクリス 牡3芦 56 F．ミナリク C．チェン氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 522＋ 21：56．24 2．3�

（独）

24 エ ナ グ リ ン 牡3栗 56 M．デムーロ宮原 廣伸氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 470－ 21：56．41� 5．9�
510 サ ン ベ ン ド 牡3鹿 56 松岡 正海 �加藤ステーブル 小島 茂之 新冠 ラツキー牧場 476± 0 〃 クビ 7．8�
23 ミラクルヒッター 牡3芦 56 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 500＋ 41：56．72 195．9�
713 ドリームセオリー 牡3青鹿56 C．ルメールゴドルフィン 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－ 21：56．8� 6．6	
612 エンパイヤアーサー 牡3黒鹿56 西田雄一郎
大島牧場 黒岩 陽一 浦河 大島牧場 528＋ 41：57．01� 253．9�
714 キタノテイオウ 牡3黒鹿56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 468＋ 21：57．21 34．1�
36 エスケイファースト 牡3栗 56 横山 和生
川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 510－ 41：57．41� 50．8
815 スプレンダドシング �3黒鹿56 田辺 裕信山科 統氏 大竹 正博 浦河 谷川牧場 472－ 6 〃 クビ 5．7�
611 ユキノアンビシャス 牡3鹿 56 大野 拓弥井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 476－ 61：57．5� 59．6�
47 ジョーカーワイルド 牡3鹿 56 津村 明秀 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 514－ 8 〃 ハナ 240．1�
59 ターフィーキング 牡3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 426－ 2 〃 アタマ 297．6�
35 マラビージャドラダ 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 サンローゼン 438＋ 21：58．45 211．6�
48 フレールフォーコン 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也 H.F Association 杉浦 宏昭 浦河 福田牧場 434－ 41：59．35 390．1�
816 フランクドリーム 牡3栗 56 二本柳 壮�パニオロ 武市 康男 新冠 村上 欽哉 454－10 （競走中止） 235．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，014，500円 複勝： 45，560，800円 枠連： 12，635，000円
馬連： 55，522，100円 馬単： 28，133，600円 ワイド： 36，768，600円
3連複： 73，045，200円 3連単： 105，440，900円 計： 384，120，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 190円 � 110円 � 180円 枠 連（1－1） 800円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 300円 �� 700円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 9，030円

票 数

単勝票数 計 270145 的中 � 23225（6番人気）
複勝票数 計 455608 的中 � 45974（5番人気）� 155893（1番人気）� 52803（3番人気）
枠連票数 計 126350 的中 （1－1） 12090（5番人気）
馬連票数 計 555221 的中 �� 51600（4番人気）
馬単票数 計 281336 的中 �� 9151（9番人気）
ワイド票数 計 367686 的中 �� 30839（3番人気）�� 11430（11番人気）�� 48685（1番人気）
3連複票数 計 730452 的中 ��� 43550（3番人気）
3連単票数 計1054409 的中 ��� 8461（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．2―50．4―1：03．2―1：15．9―1：28．8―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ゴールドクロス �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2018．2．11 東京3着

2015．5．16生 牡3鹿 母 コンドルウイング 母母 コンクラーベ 3戦1勝 賞金 7，250，000円
〔発走状況〕 エスケイファースト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

マラビージャドラダ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 フランクドリーム号は，競走中に疾病〔右第1指節種子骨粉砕骨折〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 マラビージャドラダ号・エスケイファースト号は，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 スターオンザヒル号・ノーブルナイト号
※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。

09002 3月24日 晴 重 （30中山3）第1日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時35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

611 ツクバクロオー 牡3青鹿56 丸山 元気荻原 昭二氏 根本 康広 新ひだか 田上 徹 454＋ 21：11．6 2．3�
47 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 474－ 41：12．34 2．6�
714 サノノタテヤマ 牡3鹿 56 C．ルメール 佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 454－ 41：12．83 5．2�
23 フィールザファラオ 牡3黒鹿56 西田雄一郎櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 450＋ 21：13．43� 19．1�
12 インコントロ 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 小倉牧場 438± 01：13．5� 92．9�
612 サクラノハナビラ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 418－24 〃 クビ 123．6	
24 サルーバアスール 牝3鹿 54 横山 典弘�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 478－ 8 〃 クビ 8．2

816 ト ッ プ ギ ア 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 450－ 21：13．71� 265．3�
35 マ ン ト ラ 牝3栗 54 岩部 純二�ミルファーム 的場 均 日高 天羽牧場 450－ 61：13．91� 75．2
48 ラッシュラッシュ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子�槇本牧場 青木 孝文 日高 槇本牧場 464－ 81：14．53� 146．8�
36 オペラシーズン 牝3栗 54

52 △武藤 雅ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472± 01：14．6� 364．1�

11 ニットウツバキ 牝3鹿 54 大庭 和弥藤井 謙氏 高橋 文雅 浦河 日東牧場 476 ―1：14．7� 45．4�
815 サノノヒカリ 牡3鹿 56 柴田 大知佐野 信幸氏 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 440＋ 41：14．8クビ 405．7�
510 ファルステーロ 牡3鹿 56 大野 拓弥�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 430 ―1：15．12 123．0�
59 スズランムスメ 牝3鹿 54 横山 和生村田 哲朗氏 勢司 和浩 新ひだか 岡田スタツド 430 ―1：15．2� 332．7�

（15頭）
713 グットクルサマー 牡3栗 56 吉田 隼人 �アフロin El Paso 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，861，900円 複勝： 39，928，700円 枠連： 11，492，000円
馬連： 47，816，500円 馬単： 27，223，700円 ワイド： 32，619，800円
3連複： 66，721，200円 3連単： 99，470，600円 計： 354，134，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（4－6） 260円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 140円 �� 240円 �� 230円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 1，340円

票 数

単勝票数 差引計 288619（返還計 4155） 的中 � 97891（1番人気）
複勝票数 差引計 399287（返還計 8180） 的中 � 141495（1番人気）� 102389（2番人気）� 53258（3番人気）
枠連票数 差引計 114920（返還計 1135） 的中 （4－6） 33805（1番人気）
馬連票数 差引計 478165（返還計 32482） 的中 �� 128995（1番人気）
馬単票数 差引計 272237（返還計 16837） 的中 �� 41566（1番人気）
ワイド票数 差引計 326198（返還計 19909） 的中 �� 74131（1番人気）�� 29320（3番人気）�� 31420（2番人気）
3連複票数 差引計 667212（返還計 93206） 的中 ��� 131829（1番人気）
3連単票数 差引計 994706（返還計115700） 的中 ��� 53556（1番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．5―11．9―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．6―46．5―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．0
3 7，11，15，14（4，16）5（2，12）（3，6，8）－1，9－10 4 ・（7，11）－15，14，4（2，5，16）－12（3，8）6－1＝（9，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ツクバクロオー �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Jade Robbery デビュー 2017．7．1 函館2着

2015．4．14生 牡3青鹿 母 ミヤギバスター 母母 マザーシプトン 5戦1勝 賞金 10，400，000円
〔競走除外〕 グットクルサマー号は，下見所で疾病〔外傷性鼻出血〕を発症したため競走除外。

第３回 中山競馬 第１日



09003 3月24日 晴 稍重 （30中山3）第1日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11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
1：44．9
1：43．9

良
良

510 ウインオルビット 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 486－ 61：51．1 63．6�
35 ラヴベローナ 牝3鹿 54 蛯名 正義菅原 広隆氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 460－ 4 〃 クビ 5．7�
714 ホッコーエレノア 牝3芦 54 福永 祐一北幸商事� 戸田 博文 日高 川端 正博 498－ 41：51．41� 1．8�
36 ミヤコベストタイム 牡3芦 56 田中 勝春吉田喜代司氏 小野 次郎 新ひだか 田中 春美 484± 0 〃 クビ 27．6�
48 サーフィンサファリ 牝3鹿 54 大野 拓弥金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 千歳 社台ファーム 452－ 41：51．5� 13．6�
612 ロ ジ ピ エ ナ 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹久米田正明氏 菊沢 隆徳 新ひだか 池田牧場 434± 0 〃 アタマ 81．4	
23 ブラックイメル 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅杉澤 真吾氏 小野 次郎 新ひだか 木田牧場 470＋121：51．6クビ 7．4

47 ペイシャレイナ 牝3鹿 54 戸崎 圭太北所 直人氏 高橋 義博 日高 宝寄山 忠則 452＋ 81：51．7� 7．3�
11 ラ ル ー ナ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新冠 ビッグレッドファーム 468＋101：51．8� 31．3�
816 ウェディングベール 牝3芦 54

51 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 436± 01：52．12 79．5
59 カレンアネーロ 牡3鹿 56 F．ミナリク鈴木 隆司氏 小笠 倫弘 日高 高柳 隆男 426± 01：52．2� 21．2�

（独）

713 ゲンパチカガヤキ 牡3栗 56 三浦 皇成平野 武志氏 中川 公成 新ひだか 前川 正美 456－ 21：52．3� 58．8�
815 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 436－ 41：52．93� 143．1�
24 シックスマイル 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 438－ 2 〃 クビ 183．5�
12 ルビーロマン 牡3鹿 56 勝浦 正樹畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 中神牧場 496－ 81：53．22 331．3�
611 ブラウンシュシュ 牝3栗 54 江田 照男キャピタルクラブ 武藤 善則 浦河 カナイシスタッド 416＋ 41：53．3� 137．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，693，600円 複勝： 50，272，100円 枠連： 13，696，400円
馬連： 54，105，900円 馬単： 32，743，700円 ワイド： 37，506，600円
3連複： 72，439，300円 3連単： 109，360，400円 計： 399，818，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，360円 複 勝 � 830円 � 170円 � 110円 枠 連（3－5） 3，280円

馬 連 �� 16，960円 馬 単 �� 43，380円

ワ イ ド �� 3，520円 �� 2，070円 �� 260円

3 連 複 ��� 12，060円 3 連 単 ��� 201，230円

票 数

単勝票数 計 296936 的中 � 3731（10番人気）
複勝票数 計 502721 的中 � 7383（10番人気）� 61807（2番人気）� 224210（1番人気）
枠連票数 計 136964 的中 （3－5） 3232（12番人気）
馬連票数 計 541059 的中 �� 2472（34番人気）
馬単票数 計 327437 的中 �� 566（83番人気）
ワイド票数 計 375066 的中 �� 2426（33番人気）�� 4191（23番人気）�� 44871（1番人気）
3連複票数 計 724393 的中 ��� 4504（35番人気）
3連単票数 計1093604 的中 ��� 394（495番人気）

ハロンタイム 12．5―12．4―12．5―12．7―12．3―12．6―12．1―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．9―37．4―50．1―1：02．4―1：15．0―1：27．1―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

ウインオルビット �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2017．11．25 東京6着

2015．6．16生 牡3鹿 母 マイネピュール 母母 レデイスポート 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※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 グラチダオン号・テイエムチャレンジ号
※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。

09004 3月24日 晴 稍重 （30中山3）第1日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時35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

815 フ レ ッ チ ア 牡3青鹿56 C．ルメール�橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482－ 81：35．3 1．3�
48 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 446＋ 21：35．83 5．9�
23 レガロデルソル 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 496＋ 41：36．22� 8．5�
59 ウィナーポイント 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 出口牧場 400－ 4 〃 クビ 74．2�
816 ペトロシネッラ 牝3青鹿54 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446 ―1：36．3� 21．6	
36 シュネッラー 牝3黒鹿54 F．ミナリク�ラ・メール 奥村 武 新冠 松浦牧場 422－101：36．61� 106．2


（独）

35 プローシブル 牡3栗 56 木幡 初広伊東 純一氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 488＋12 〃 ハナ 55．2�
612 ユルギュップ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子鈴木 剛史氏 尾形 和幸 浦河 栄進牧場 454± 0 〃 クビ 129．6�
12 ウェストレー 牝3栗 54

52 △武藤 雅 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 390＋ 21：36．7クビ 180．4
24 ショーコーズ 牝3栗 54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 434－ 6 〃 クビ 42．4�
714 ア マ イ ロ 牝3栗 54 福永 祐一�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426± 01：37．01� 24．2�
713 スティルシーキング 牝3黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 382 ―1：37．1� 80．5�

611 フ ィ エ ー ル 牝3鹿 54 三浦 皇成田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 456－ 41：37．31� 53．6�
11 トーセンエピソード 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 432－161：37．4� 560．1�

510 セクシイストリー 牝3鹿 54 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 490± 0 〃 ハナ 83．1�
47 ステラブリッラーレ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行ホースアディクト田中 清隆 新ひだか 上村 清志 434－ 11：37．82� 613．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，209，800円 複勝： 131，455，000円 枠連： 14，755，100円
馬連： 54，033，700円 馬単： 37，980，000円 ワイド： 39，789，900円
3連複： 78，090，900円 3連単： 146，244，200円 計： 534，558，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（4－8） 290円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 150円 �� 180円 �� 330円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 1，000円

票 数

単勝票数 計 322098 的中 � 194264（1番人気）
複勝票数 計1314550 的中 � 1017119（1番人気）� 100562（2番人気）� 68654（3番人気）
枠連票数 計 147551 的中 （4－8） 39207（1番人気）
馬連票数 計 540337 的中 �� 147314（1番人気）
馬単票数 計 379800 的中 �� 79858（1番人気）
ワイド票数 計 397899 的中 �� 78709（1番人気）�� 57745（2番人気）�� 24208（3番人気）
3連複票数 計 780909 的中 ��� 122735（1番人気）
3連単票数 計1462442 的中 ��� 105080（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．8―46．8―58．9―1：11．0―1：22．8

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

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

勝馬の
紹 介

フ レ ッ チ ア �
�
父 Dansili �

�
母父 Medicean デビュー 2017．12．9 中山2着

2015．4．6生 牡3青鹿 母 ヴィアメディチ 母母 Via Milano 3戦1勝 賞金 9，100，000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 バロンボーテ号
※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。



09005 3月24日 晴 稍重 （30中山3）第1日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時25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

22 マイネルユキツバキ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 520－ 21：52．9 2．3�

57 ヒラボクラターシュ 牡3鹿 56 福永 祐一�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 526－ 21：53．21� 7．8�
33 キタノユウキ 牡3鹿 56 石橋 脩河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 514± 01：53．83� 130．6�
46 グロンフォール 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 576± 01：54．01� 2．1�
11 フロリアヌス 牡3鹿 56 大野 拓弥 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 456± 01：54．21� 65．0	
813 ロージズキング 牡3栗 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B504＋14 〃 クビ 36．3

34 シ メ イ 牡3青鹿 56

54 △武藤 雅仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 484－ 21：54．52 227．6�

58 トーセンゼロス 牡3黒鹿56 田辺 裕信島川 �哉氏 池上 昌和 新ひだか 下屋敷牧場 462－ 61：54．81� 17．4
711 ユイノシンドバッド 牡3青鹿56 F．ミナリク由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 502－ 4 〃 ハナ 27．1�

（独）

712 スワーヴエドワード 牡3鹿 56 戸崎 圭太�NICKS 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 492－ 81：55．11� 36．7�
69 レ ナ ー タ 牝3黒鹿54 三浦 皇成村上 卓史氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 440－ 41：55．63 154．2�
610 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 474－121：56．02� 191．5�
814 コンダクトレス 牝3黒鹿54 蛯名 正義 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：57．27 34．3�
45 ボールドスパルタン 牡3青 56 丸山 元気増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 458－121：58．26 81．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，350，000円 複勝： 69，926，000円 枠連： 16，740，700円
馬連： 65，884，500円 馬単： 39，680，300円 ワイド： 46，883，400円
3連複： 92，558，900円 3連単： 157，779，400円 計： 531，803，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 220円 � 1，760円 枠 連（2－5） 730円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 330円 �� 2，370円 �� 10，710円

3 連 複 ��� 24，340円 3 連 単 ��� 65，850円

票 数

単勝票数 計 423500 的中 � 145099（2番人気）
複勝票数 計 699260 的中 � 278126（1番人気）� 65725（3番人気）� 5546（11番人気）
枠連票数 計 167407 的中 （2－5） 17664（3番人気）
馬連票数 計 658845 的中 �� 56787（3番人気）
馬単票数 計 396803 的中 �� 20504（4番人気）
ワイド票数 計 468834 的中 �� 42555（2番人気）�� 4722（20番人気）�� 1021（50番人気）
3連複票数 計 925589 的中 ��� 2851（52番人気）
3連単票数 計1577794 的中 ��� 1737（144番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―35．9―48．9―1：01．2―1：13．4―1：26．1―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルユキツバキ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．6．17 東京1着

2015．3．16生 牡3鹿 母 カメリアビジュ 母母 チケットトゥダンス 8戦2勝 賞金 26，929，000円
〔制裁〕 グロンフォール号の騎手C．ルメールは，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボールドスパルタン号は，「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。

09006 3月24日 晴 稍重 （30中山3）第1日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走12時55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

36 トモジャポルックス 牡5芦 57 藤岡 佑介吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田中 裕之 484＋ 21：11．8 13．0�
59 トウショウデュエル 牡6栗 57 大野 拓弥トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 528± 01：12．01� 2．0�
47 シャンパンサーベル 牝6黒鹿55 吉田 隼人田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 490＋ 81：12．1	 4．5�
48 カワキタピリカ 牡5鹿 57 江田 照男川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B504－ 4 〃 クビ 25．2�
714 ス フ ェ ー ン 牡5鹿 57 丸山 元気キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 466＋14 〃 アタマ 20．1�
12 
 ユアザスター 牡5鹿 57 戸崎 圭太西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B510－ 21：12．31 13．5	
611 タイセイラビッシュ 牡6鹿 57 松岡 正海田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 492－ 4 〃 クビ 21．5

612 アンジェリー 牝6黒鹿55 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 470± 01：12．51� 77．7�
11 カキツバタチグサ �5鹿 57 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 B514± 01：12．6クビ 15．2�
510 カネトシユキミ 牝4黒鹿 55

53 △武藤 雅兼松 昌男氏 水野 貴広 浦河 ヒダカフアーム 396＋ 41：12．81� 180．6
816
 スマートサクソン 牝4芦 55 田辺 裕信大川 徹氏 古賀 史生 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 466－12 〃 ハナ 22．7�

713 ロッジポールパイン 牡5青鹿57 三浦 皇成大野 富生氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 522± 01：13．33 10．5�
24 スズカオーショウ 牡7栗 57

54 ▲菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 B516－ 21：13．4クビ 32．4�
35 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 464－ 61：13．61� 217．5�
815 インフルエンサー 牡4鹿 57 宮崎 北斗中西 功氏 谷原 義明 浦河 中村 雅明 444－ 41：13．7	 184．9�
23 
 パイオニアワーク 牡4鹿 57 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 高橋 義博 洞�湖 レイクヴィラファーム 486－ 71：14．55 299．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，146，200円 複勝： 39，317，400円 枠連： 16，890，300円
馬連： 65，900，700円 馬単： 30，872，100円 ワイド： 42，610，600円
3連複： 83，816，300円 3連単： 107，727，100円 計： 416，280，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 260円 � 120円 � 150円 枠 連（3－5） 1，520円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 580円 �� 960円 �� 220円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 19，840円

票 数

単勝票数 計 291462 的中 � 17927（4番人気）
複勝票数 計 393174 的中 � 26262（5番人気）� 111351（1番人気）� 69001（2番人気）
枠連票数 計 168903 的中 （3－5） 8567（5番人気）
馬連票数 計 659007 的中 �� 33528（5番人気）
馬単票数 計 308721 的中 �� 5836（13番人気）
ワイド票数 計 426106 的中 �� 17230（5番人気）�� 9821（12番人気）�� 60524（1番人気）
3連複票数 計 838163 的中 ��� 28311（3番人気）
3連単票数 計1077271 的中 ��� 3935（45番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．3―12．2―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．7―45．9―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トモジャポルックス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2015．9．6 新潟5着

2013．4．12生 牡5芦 母 ビジューブリアン 母母 エナジーストーン 21戦2勝 賞金 20，800，000円
〔制裁〕トモジャポルックス号の騎手藤岡佑介は，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：9番）

カワキタピリカ号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



09007 3月24日 晴 稍重 （30中山3）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時25分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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
1：47．8

重
重

67 ブライトリビング 牝5芦 55 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋ 61：53．3 1．6�

78 アルセナーレ 牝5鹿 55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 522－ 41：53．4� 9．6�
810 ショーカノン 牝4鹿 55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム 502± 0 〃 アタマ 19．7�
811 プリエンプト 牝4栗 55 F．ミナリク �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 482＋ 61：53．71� 11．4�

（独）

55 グレイスニコ 牝4栗 55 田中 勝春島川 	哉氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 468± 01：54．01� 4．8

11 ハートオブスワロー 牝4黒鹿55 勝浦 正樹�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 436＋ 61：54．1� 67．8�
66 クイックモーション 牝5鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：54．52� 6．7�
79 � シチテンハッキ 牝4鹿 55

53 △武藤 雅 H.F Association 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 454± 01：54．81� 188．4
33 シ ト ロ ン 牝5鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 B460＋ 81：55．22� 288．5�
22 デフィニール 牝5鹿 55 丸山 元気 �ローレルレーシング 矢野 英一 新冠 川島牧場 474＋ 41：55．3� 76．7�
44 � リュウシンローズ 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 育也�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 454＋ 21：55．5� 294．6�
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売 得 金
単勝： 33，078，400円 複勝： 106，550，400円 枠連： 13，702，400円
馬連： 55，245，500円 馬単： 39，307，300円 ワイド： 38，126，800円
3連複： 76，322，400円 3連単： 161，695，700円 計： 524，028，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 180円 � 250円 枠 連（6－7） 590円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 280円 �� 420円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 4，830円

票 数

単勝票数 計 330784 的中 � 162343（1番人気）
複勝票数 計1065504 的中 � 767261（1番人気）� 54006（3番人気）� 32756（6番人気）
枠連票数 計 137024 的中 （6－7） 17796（3番人気）
馬連票数 計 552455 的中 �� 66444（2番人気）
馬単票数 計 393073 的中 �� 35392（2番人気）
ワイド票数 計 381268 的中 �� 38472（2番人気）�� 22932（5番人気）�� 7658（14番人気）
3連複票数 計 763224 的中 ��� 31418（7番人気）
3連単票数 計1616957 的中 ��� 24246（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．2―49．2―1：02．0―1：14．6―1：27．2―1：39．7

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

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

勝馬の
紹 介

ブライトリビング �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．12．19 中山1着

2013．2．11生 牝5芦 母 アイヴォリーカラー 母母 アピーリングストーリー 8戦3勝 賞金 29，600，000円
［他本会外：1戦0勝］

※シトロン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

09008 3月24日 晴 良 （30中山3）第1日 第8競走 ��3，350�ペガサスジャンプステークス
発走14時00分 （芝・外）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬および�
3�増，J・GⅡ競走1着馬2�増

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード3：40．8良

11 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 520－ 83：43．5 10．9�

77 ニホンピロバロン 牡8栗 62 高田 潤小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 496＋ 8 〃 クビ 4．9�
55 タマモプラネット 牡8芦 60 小坂 忠士タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 492－ 43：44．45 2．4�
44 � マイネルプロンプト �6黒鹿60 森 一馬岡田 壮史氏 坂口 正則 新冠 コスモヴューファーム 474－ 23：45．88 3．5�
66 クラウンフレイム 牡6鹿 60 北沢 伸也�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 498－ 23：47．18 17．0�
22 テイエムオペラドン 牡9鹿 60 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 500－ 23：47．73	 29．1	
88 クランモンタナ 牡9芦 60 熊沢 重文 
社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 492＋ 23：48．12	 24．6�
33 ヨ カ グ ラ �5栗 60 林 満明 
社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 486－ 43：48．63 7．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 30，114，800円 複勝： 37，100，000円 枠連： 発売なし
馬連： 64，016，700円 馬単： 33，698，700円 ワイド： 30，920，700円
3連複： 70，715，000円 3連単： 156，916，300円 計： 423，482，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 220円 � 170円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，190円 馬 単 �� 8，990円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 410円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 34，190円

票 数

単勝票数 計 301148 的中 � 22073（5番人気）
複勝票数 計 371000 的中 � 30734（5番人気）� 47239（3番人気）� 128839（1番人気）
馬連票数 計 640167 的中 �� 11839（16番人気）
馬単票数 計 336987 的中 �� 2810（30番人気）
ワイド票数 計 309207 的中 �� 6539（16番人気）�� 19145（5番人気）�� 31793（2番人気）
3連複票数 計 707150 的中 ��� 18315（11番人気）
3連単票数 計1569163 的中 ��� 3327（113番人気）
上り 1マイル 1：48．6 4F 54．4－3F 41．0

コーナー
通過順位

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

�
�
5－1＝7＝8－4－6＝2－3
5－1－7＝4－6－2，3－8

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：3戦2勝 賞金 25，675，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



09009 3月24日 晴 良 （30中山3）第1日 第9競走 ��2，000�ミ モ ザ 賞
発走14時35分 （芝・右）

牝，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 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

811 レッドベルローズ 牝3青鹿54 C．ルメール �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 450＋ 62：01．8 2．7�
66 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 484－ 82：02．01� 4．8�
79 ムーンライトナイト 牝3鹿 54 田辺 裕信 �シルクレーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 22：02．21� 12．1�
67 ハ イ ヒ ー ル 牝3鹿 54 藤岡 佑介石川 達絵氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 434－ 62：02．41� 98．0�
78 シャドウアイランド 牝3鹿 54 戸崎 圭太飯塚 知一氏 藤沢 和雄 新ひだか 前川 正美 440－ 62：02．5� 4．0	
55 ハ ト ホ ル 牝3鹿 54 吉田 隼人髙瀬 真尚氏 本間 忍 浦河 中脇 満 450－ 42：02．6� 11．2

33 ナラトゥリス 牝3黒鹿54 F．ミナリク �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 62：02．7� 7．0�
（独）

810 ワタシヲマッテル 牝3栗 54 丸山 元気小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 446－ 22：02．91� 35．2�
11 ナスノカツラ 牝3黒鹿54 横山 典弘須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 450－ 42：04．39 18．4�
44 ジョリルミエール 牝3鹿 54 津村 明秀後藤 英成氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 424－ 22：04．5� 190．7�
22 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 464－ 82：05．13� 44．4�
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売 得 金
単勝： 49，405，200円 複勝： 68，595，600円 枠連： 18，502，200円
馬連： 110，323，800円 馬単： 48，453，600円 ワイド： 61，049，500円
3連複： 130，199，900円 3連単： 202，360，900円 計： 688，890，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 170円 � 250円 枠 連（6－8） 750円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 370円 �� 610円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，670円 3 連 単 ��� 9，470円

票 数

単勝票数 計 494052 的中 � 143074（1番人気）
複勝票数 計 685956 的中 � 157228（1番人気）� 107863（3番人気）� 56342（6番人気）
枠連票数 計 185022 的中 （6－8） 18870（3番人気）
馬連票数 計1103238 的中 �� 98878（3番人気）
馬単票数 計 484536 的中 �� 26510（3番人気）
ワイド票数 計 610495 的中 �� 45049（3番人気）�� 25092（8番人気）�� 20843（10番人気）
3連複票数 計1301999 的中 ��� 36481（9番人気）
3連単票数 計2023609 的中 ��� 15488（22番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．7―12．1―12．6―12．2―12．7―12．1―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．5―48．6―1：01．2―1：13．4―1：26．1―1：38．2―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドベルローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2017．11．18 東京1着

2015．2．28生 牝3青鹿 母 レッドファンタジア 母母 Cat Chat 4戦2勝 賞金 26，148，000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。

09010 3月24日 晴 稍重 （30中山3）第1日 第10競走 ��
��1，200�

はるかぜ

春風ステークス
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

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

510 ワンダーヴィーヴァ 牡8青鹿57 丸山 元気山本 能成氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 572＋121：10．8 207．1�
24 タガノヴィッター 牡5鹿 57 M．デムーロ八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510－ 4 〃 クビ 2．8�
611 スズカグラーテ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 458± 01：10．9� 11．5�
23 	 ヨ ン カ ー 
5芦 57 津村 明秀吉田 和美氏 和田正一郎 米

Machmer Hall
& Golden Pedi-
gree LLC

538－ 61：11．0� 4．8�
12 プレシャスエース 牡5鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 510＋ 41：11．1� 23．2�
59 ヒカリマサムネ 牡8栗 57 江田 照男�ヒカリクラブ 池上 昌和 日高 中川牧場 462＋ 41：11．41� 155．8	
815 ワンダーサジェス 牝5鹿 55 C．ルメール 山本 能成氏 石橋 守 浦河 大島牧場 484－ 4 〃 クビ 5．2

47 ビックリシタナモー 牡4黒鹿57 藤田菜七子小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 512－ 61：11．5� 9．8�
36 ブラインドサイド 
9鹿 57 吉田 隼人 �いとはんホール

ディングス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B500－ 4 〃 アタマ 29．4
48 マイネルエスパス 牡6青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 532＋ 41：11．6� 18．3�
612 タイセイプレシャス 
6栗 57 大野 拓弥田中 成奉氏 池上 昌和 新ひだか 前谷 武志 466－ 41：11．81� 38．0�
11 	 インディーズゲーム 牡10鹿 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 478－10 〃 ハナ 101．0�
816 ゲマインシャフト 
8鹿 57 藤岡 佑介丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 496－ 81：12．01� 266．5�
714 クワドループル 牡6黒鹿57 蛯名 正義ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496－ 81：12．1� 107．1�
35 リンガスウーノ 牝5栗 55 田辺 裕信伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 484－141：12．31� 12．3�
713 グラスエトワール 牝6鹿 55 勝浦 正樹半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B492－ 21：12．4� 22．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，202，200円 複勝： 85，321，100円 枠連： 37，797，200円
馬連： 154，745，100円 馬単： 62，947，300円 ワイド： 88，768，800円
3連複： 214，297，000円 3連単： 271，323，700円 計： 969，402，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 20，710円 複 勝 � 3，280円 � 140円 � 270円 枠 連（2－5） 5，250円

馬 連 �� 28，270円 馬 単 �� 89，240円

ワ イ ド �� 8，870円 �� 18，890円 �� 660円

3 連 複 ��� 79，800円 3 連 単 ��� 1，057，570円

票 数

単勝票数 計 542022 的中 � 2093（15番人気）
複勝票数 計 853211 的中 � 4653（15番人気）� 214510（1番人気）� 75369（4番人気）
枠連票数 計 377972 的中 （2－5） 5578（15番人気）
馬連票数 計1547451 的中 �� 4242（57番人気）
馬単票数 計 629473 的中 �� 529（141番人気）
ワイド票数 計 887688 的中 �� 2487（66番人気）�� 1163（90番人気）�� 37050（5番人気）
3連複票数 計2142970 的中 ��� 2014（181番人気）
3連単票数 計2713237 的中 ��� 186（1531番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．6―11．9―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．7―46．6―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーヴィーヴァ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2012．11．24 京都1着

2010．4．1生 牡8青鹿 母 オオシマパンジー 母母 オオシマダリア 22戦4勝 賞金 54，143，000円



09011 3月24日 晴 良 （30中山3）第1日 第11競走 ��
��2，500�第66回日 経 賞（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，29．3．25以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，29．3．24以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 1，050，000円 300，000円 150，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

712 ガ ン コ 牡5青鹿56 藤岡 佑介杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 502－ 22：33．9 5．4�
23 チェスナットコート 牡4栗 55 蛯名 正義窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 458＋ 22：34．0� 20．6�
611	 サクラアンプルール 牡7栗 57 田辺 裕信�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 486－ 42：34．1� 12．3�
34 ロードヴァンドール 牡5栗 56 横山 典弘 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B498－ 4 〃 アタマ 6．3�
47 トーセンバジル 牡6黒鹿56 M．デムーロ島川 �哉氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484± 02：34．3� 3．5	
59 ゼーヴィント 牡5鹿 56 戸崎 圭太 
シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 498＋10 〃 アタマ 9．1�
815 ソールインパクト 牡6芦 56 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 02：34．51 36．5�
46 ノーブルマーズ 牡5栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 492－ 2 〃 クビ 43．9
814 キ セ キ 牡4黒鹿57 C．ルメール 石川 達絵氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 496＋ 52：34．6
 3．3�
11 ア ル タ ー �6栗 56 津村 明秀吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 520＋18 〃 アタマ 244．2�
610 ピ ン ポ ン 牡8鹿 56 武藤 雅小田切有一氏 粕谷 昌央 新冠 大栄牧場 478＋ 82：35．34 465．2�
22 	 ショウナンバッハ 牡7鹿 56 F．ミナリク国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 B452± 02：35．4� 46．9�

（独）

35 ナスノセイカン 牡6鹿 56 丸山 元気�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 476＋ 6 〃 アタマ 173．7�

713 アクションスター 牡8栗 56 大野 拓弥福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472－ 42：38．6大差 521．0�

58 サイモントルナーレ 牡12栗 56 柴田 大知澤田 昭紀氏 加藤 和宏 日高 ヤナガワ牧場 452－ 62：39．45 625．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 180，592，800円 複勝： 250，069，400円 枠連： 74，480，500円
馬連： 548，809，900円 馬単： 211，466，700円 ワイド： 292，624，300円
3連複： 843，745，000円 3連単： 1，250，600，000円 計： 3，652，388，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 240円 � 490円 � 350円 枠 連（2－7） 4，060円

馬 連 �� 5，880円 馬 単 �� 9，850円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 1，230円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 23，270円 3 連 単 ��� 136，540円

票 数

単勝票数 計1805928 的中 � 263736（3番人気）
複勝票数 計2500694 的中 � 303822（4番人気）� 121207（7番人気）� 180710（6番人気）
枠連票数 計 744805 的中 （2－7） 14199（18番人気）
馬連票数 計5488099 的中 �� 72277（21番人気）
馬単票数 計2114667 的中 �� 16096（34番人気）
ワイド票数 計2926243 的中 �� 43842（21番人気）�� 62332（15番人気）�� 25817（32番人気）
3連複票数 計8437450 的中 ��� 27188（69番人気）
3連単票数 計12506000 的中 ��� 6640（374番人気）

ハロンタイム 7．1―12．1―11．8―12．4―12．7―13．3―12．2―11．9―12．0―12．4―11．9―11．6―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．1―19．2―31．0―43．4―56．1―1：09．4―1：21．6―1：33．5―1：45．5―1：57．9―2：09．8―2：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．4―3F36．0
1
�
12－4－（1，9，14）（6，15）7，3，11（5，2）10－8＝13
14－（12，4）（1，9，15）6，7（5，3）（2，11）10＝（8，13）

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

勝馬の
紹 介

ガ ン コ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．7．5 函館2着

2013．3．12生 牡5青鹿 母 シングアップロック 母母 アンティーケリー 28戦6勝 賞金 160，541，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりガンコ号は，天皇賞（春）（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

09012 3月24日 曇 稍重 （30中山3）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，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

33 ル フ ォ ー ル 牝5鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 41：53．0 2．7�

44 ダイワエトワール 牝4黒鹿55 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 504－24 〃 クビ 7．2�
55 ビークイック 牡5栗 57 蛯名 正義 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 472－ 41：53．21� 11．3�
68 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 B488－101：53．83� 3．7�
812 ハ シ カ ミ 牡5青鹿57 F．ミナリク中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 476± 01：54．01 35．3�

（独）

710 ノーブルサンズ 牝5栗 55 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー
クスタツド 452± 01：54．21 55．1	

79 リヴァイアサン 牡4鹿 57 石橋 脩星野 祐介氏 相沢 郁 青森 ユーコー牧場 B518± 01：54．3� 3．7

22 エリーフェアリー 牝7鹿 55 宮崎 北斗谷川 正純氏 武市 康男 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B486－ 21：54．51	 185．6�
56 クリノフウジン 牡4栗 57 津村 明秀栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 492＋ 61：54．82 33．5�
11 タケルラグーン 牡6鹿 57 大野 拓弥森 保彦氏 池上 昌和 平取 びらとり牧場 B486－ 41：54．9クビ 27．6
811 ノースランドボーイ 
6青 57 西田雄一郎河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 B504－ 21：55．43 188．4�
67 � 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 480－ 41：56．14 152．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 79，287，500円 複勝： 88，755，600円 枠連： 33，021，100円
馬連： 164，613，900円 馬単： 83，174，300円 ワイド： 99，084，200円
3連複： 215，102，400円 3連単： 391，998，600円 計： 1，155，037，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 230円 � 280円 枠 連（3－4） 1，350円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 520円 �� 800円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 3，790円 3 連 単 ��� 11，350円

票 数

単勝票数 計 792875 的中 � 227847（1番人気）
複勝票数 計 887556 的中 � 176784（3番人気）� 96216（4番人気）� 71677（5番人気）
枠連票数 計 330211 的中 （3－4） 18830（4番人気）
馬連票数 計1646139 的中 �� 101843（4番人気）
馬単票数 計 831743 的中 �� 34024（7番人気）
ワイド票数 計 990842 的中 �� 51348（6番人気）�� 31349（9番人気）�� 19604（11番人気）
3連複票数 計2151024 的中 ��� 42530（10番人気）
3連単票数 計3919986 的中 ��� 25033（34番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―13．2―13．6―12．8―12．0―12．3―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．5―51．1―1：03．9―1：15．9―1：28．2―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ル フ ォ ー ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．11．1 東京1着

2013．1．20生 牝5鹿 母 レクレドール 母母 ゴールデンサッシュ 11戦3勝 賞金 29，162，000円
〔発走状況〕 ノースランドボーイ号の騎手西田雄一郎は，枠入りの際に発馬機に接触。騎手の検査。発走時刻3分遅延。
※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3）第1日 3月24日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 166頭 本 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

313，040，000円
17，040，000円
2，620，000円
37，890，000円
4，000，000円
68，842，000円
5，036，600円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
615，956，900円
1，012，852，100円
263，712，900円
1，441，018，300円
675，681，300円
846，753，200円
2，017，053，500円
3，160，917，800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 10，033，946，000円

総入場人員 21，051名 （有料入場人員 19，479名）
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