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09013 3月25日 晴 稍重 （30中山3）第2日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55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

59 フ ク キ タ ル 牝3黒鹿54 C．ルメール 佐藤 範夫氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 438＋ 61：56．5 4．1�
815 イディナローク 牝3鹿 54 幸 英明吉田 千津氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 454－ 61：56．6� 28．0�
612 イ セ ベ ル 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 446＋ 41：56．91� 3．0�
47 パ チ ュ リ ー 牝3鹿 54 真島 大輔片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 三木田牧場 442－ 21：57．0� 17．2�

（大井）

12 グリズリダンス 牝3鹿 54 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 458－ 6 〃 ハナ 19．4�
11 アイリッシュハート 牝3鹿 54 石橋 脩 �スピードファーム和田正一郎 新ひだか 桜井牧場 472－ 81：57．74 4．4	
23 アルマアルジーヌ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也コウトミックレーシング 高橋 文雅 新冠 小泉牧場 478－ 21：58．01� 76．3

510 ロ ブ ラ リ ア 牝3栗 54 内田 博幸ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 462－ 21：58．42� 5．7�
35 ハッピーメモリアル 牝3鹿 54 柴田 大知 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 470± 01：59．14 90．2
611 クリームヒルト 牝3黒鹿54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 和田 勇介 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：59．95 43．3�
48 ハヴアサニーデイ 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 62：00．32� 206．0�
714 ル フ ィ ー ナ 牝3鹿 54 武士沢友治小川眞査雄氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 460－ 22：01．25 44．0�
24 ヤマタケクッキー 牝3鹿 54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 日高 川端 正博 490－ 22：01．73 284．4�
36 ゴッデスオブエッジ 牝3栗 54 松岡 正海 �コスモヴューファーム 中舘 英二 浦河 帰山 清貴 474± 02：03．08 16．9�
816 ベ リ ロ ス 牝3鹿 54 伴 啓太加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 418－182：03．95 542．5�
713 シバノキャンドル 牝3鹿 54 嶋田 純次柴 一男氏 星野 忍 新ひだか 竹内 良一 422－162：05．28 360．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，481，100円 複勝： 35，375，600円 枠連： 12，220，700円
馬連： 51，095，500円 馬単： 23，903，400円 ワイド： 32，188，700円
3連複： 69，371，200円 3連単： 85，269，600円 計： 329，905，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 520円 � 130円 枠 連（5－8） 3，000円

馬 連 �� 7，090円 馬 単 �� 10，400円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 320円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 5，990円 3 連 単 ��� 44，790円

票 数

単勝票数 計 204811 的中 � 39794（2番人気）
複勝票数 計 353756 的中 � 61716（2番人気）� 11022（8番人気）� 95469（1番人気）
枠連票数 計 122207 的中 （5－8） 3148（10番人気）
馬連票数 計 510955 的中 �� 5580（20番人気）
馬単票数 計 239034 的中 �� 1723（32番人気）
ワイド票数 計 321887 的中 �� 4266（19番人気）�� 29001（2番人気）�� 5799（14番人気）
3連複票数 計 693712 的中 ��� 8681（16番人気）
3連単票数 計 852696 的中 ��� 1380（134番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．8―13．0―12．6―12．5―13．0―13．5―14．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．4―50．4―1：03．0―1：15．5―1：28．5―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F41．0
1
3
2，4，7（1，6，9）（10，12）（5，13）11－8（3，14）－15－16・（2，7）（1，9）12－（5，4）11，15（10，3）－6（8，14）－13－16

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

勝馬の
紹 介

フ ク キ タ ル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2018．1．6 中山5着

2015．4．6生 牝3黒鹿 母 ローレルアイ 母母 ミスメイバン 4戦1勝 賞金 6，850，000円
〔制裁〕 アルマアルジーヌ号の騎手木幡巧也は，前検量について注意義務を怠り過怠金10，000円。
〔その他〕 ゴッデスオブエッジ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマタケクッキー号・シバノキャンドル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

4月25日まで平地競走に出走できない。
ベリロス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月25日まで平地競走に出
走できない。

〔鼻出血による出走制限〕 ゴッデスオブエッジ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年4月25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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 カグヤヒメ号・デルマアマレット号・ニシノエクレール号
※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。

09014 3月25日 晴 稍重 （30中山3）第2日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時25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

12 ジョイズエターナル 牝3鹿 54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか タガミファーム 468＋ 21：12．5 3．4�
815 ウサギノダンス 牡3黒鹿56 柴田 大知桐谷 茂氏 南田美知雄 浦河 大道牧場 474＋ 21：12．81� 1．6�
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 416－ 81：13．22� 28．0�
35 ドラゴンホール 牡3黒鹿56 幸 英明前田 幸治氏 小笠 倫弘 新ひだか 田原橋本牧場 468－ 21：13．41� 34．5�
510 イ ナ ン ナ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子北所 直人氏 竹内 正洋 新ひだか 沖田 忠幸 452± 01：13．5� 41．0�
36 サイドストリート 牝3鹿 54 勝浦 正樹山住 勲氏 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 478 ―1：13．6� 28．2�
816 ナスレンザン 牡3黒鹿56 津村 明秀小山田 満氏 鈴木 伸尋 浦河 高松牧場 466＋ 21：13．81 16．3	
24 チ ョ ウ ヨ ウ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 426－201：14．11� 271．5

11 ペイシャキャサリン 牝3鹿 54 伴 啓太北所 直人氏 本間 忍 新冠 カミイスタット 428－ 6 〃 ハナ 146．5�
612 グランオーラ 牡3鹿 56 内田 博幸馬目 卓氏 萱野 浩二 青森 青南ムラカミ

ファーム 498＋ 81：14．2� 17．0�
611 ク グ ロ フ 牡3黒鹿56 真島 大輔 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 田中 裕之 490＋ 31：14．83� 48．6�
（大井）

48 ビーサエッタ 牝3黒鹿 54
53 ☆木幡 巧也馬場 祥晃氏 松永 康利 浦河 帰山 清貴 418± 0 〃 ハナ 264．6�

714 アールビット 牡3栗 56
55 ☆井上 敏樹小原準一郎氏 田島 俊明 浦河 山下 恭茂 452＋ 21：15．12 19．1�

713 メ ル ズ ー ガ 牡3栗 56
53 ▲菊沢 一樹岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 原 弘之 486＋ 21：15．73� 357．4�

59 シーデイライト 牝3鹿 54 原田 和真 ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 徹 新冠 ヒカル牧場 454 ― 〃 ハナ 36．6�

47 デルマシェリー 牝3栗 54 田中 勝春浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 428－101：15．8� 339．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，256，900円 複勝： 69，510，500円 枠連： 16，194，700円
馬連： 58，881，600円 馬単： 34，827，100円 ワイド： 40，001，900円
3連複： 80，786，100円 3連単： 113，184，400円 計： 440，643，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 110円 � 260円 枠 連（1－8） 280円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 160円 �� 840円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 5，690円

票 数

単勝票数 計 272569 的中 � 62424（2番人気）
複勝票数 計 695105 的中 � 82894（2番人気）� 448499（1番人気）� 20336（6番人気）
枠連票数 計 161947 的中 （1－8） 44703（1番人気）
馬連票数 計 588816 的中 �� 147227（1番人気）
馬単票数 計 348271 的中 �� 32472（2番人気）
ワイド票数 計 400019 的中 �� 83773（1番人気）�� 9715（9番人気）�� 19443（4番人気）
3連複票数 計 807861 的中 ��� 46666（3番人気）
3連単票数 計1131844 的中 ��� 14420（11番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―12．3―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．2―46．5―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョイズエターナル �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ストローズクリーク デビュー 2018．3．4 阪神3着

2015．4．27生 牝3鹿 母 フロイデタンツェン 母母 ターフサルート 2戦1勝 賞金 6，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 チョコレートパフェ号
（非抽選馬） 2頭 アテナリ号・クエントアスール号
※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。

第３回 中山競馬 第２日



09015 3月25日 晴 稍重 （30中山3）第2日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時55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

23 ゲンパチカイナル 牡3鹿 56 C．ルメール 平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 正美 478－ 41：54．7 1．2�
47 カフェアトラス 牡3鹿 56 内田 博幸西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 504＋ 41：55．97 7．6�
59 イクヨロブロイ 牡3黒鹿56 田中 勝春太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 480± 01：56．22 96．1�
22 ア カ ツ キ 牡3鹿 56 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 460－ 61：57．15 64．8�
712 クリノバルテュス 牡3鹿 56 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 木村牧場 482± 01：57．41� 80．7�
11 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 B460－ 41：57．5� 122．6	
815 ディーエスバズーカ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 494－ 6 〃 ハナ 15．6

814 ヒ ズ ラ イ フ 牡3鹿 56 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 492－ 21：59．2大差 41．1�
713 バトルガニアン 牡3栗 56 柴田 大知宮川 秋信氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B446－ 21：59．3クビ 38．7
610 ジャンバイカ 牡3栗 56 丹内 祐次西森 鶴氏 高橋 裕 新ひだか ニシケンフアーム 496－ 2 〃 ハナ 77．4�
35 キーサンダー 牡3栗 56 真島 大輔北前孔一郎氏 黒岩 陽一 日高 高澤 俊雄 500＋161：59．62 42．8�

（大井）

611 デコラティブ 牡3鹿 56 津村 明秀�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 482－121：59．81� 21．3�
34 トーセンレオ 牡3栗 56 菅原 隆一島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 536－ 21：59．9クビ 36．3�
46 フラッシュスタイル 牡3黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 494－122：03．4大差 19．3�
58 カズノポケット 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹鈴木 可一氏 小西 一男 新ひだか 前川 正美 480 ―2：11．6大差 178．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，238，700円 複勝： 149，282，700円 枠連： 17，238，100円
馬連： 57，497，800円 馬単： 42，315，200円 ワイド： 46，498，800円
3連複： 80，019，600円 3連単： 152，739，500円 計： 575，830，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 130円 � 760円 枠 連（2－4） 250円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，390円 �� 4，130円

3 連 複 ��� 6，950円 3 連 単 ��� 12，440円

票 数

単勝票数 計 302387 的中 � 191357（1番人気）
複勝票数 計1492827 的中 � 1193443（1番人気）� 101149（2番人気）� 7434（13番人気）
枠連票数 計 172381 的中 （2－4） 52076（1番人気）
馬連票数 計 574978 的中 �� 138841（1番人気）
馬単票数 計 423152 的中 �� 91461（1番人気）
ワイド票数 計 464988 的中 �� 98526（1番人気）�� 6987（16番人気）�� 2277（33番人気）
3連複票数 計 800196 的中 ��� 8634（21番人気）
3連単票数 計1527395 的中 ��� 8901（32番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―12．8―12．5―12．5―12．5―13．0―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―37．8―50．3―1：02．8―1：15．3―1：28．3―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチカイナル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．11 東京4着

2015．4．9生 牡3鹿 母 ティアドロップス 母母 パイナップルスター 4戦1勝 賞金 8，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デコラティブ号・トーセンレオ号・フラッシュスタイル号・カズノポケット号は，「タイムオーバーによ

る出走制限」のため，平成30年4月25日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 メイプルグレイト号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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。

09016 3月25日 晴 良 （30中山3）第2日 第4競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走11時25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
2：10．1
2：09．9

良
良

711 ヘッドストリーム 牡3栗 56 津村 明秀犬塚悠治郎氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 444－ 62：15．5 6．6�
22 トーセンニケ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也島川 �哉氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム B424± 02：15．92� 56．3�
710 シ ン デ レ ラ 牝3鹿 54 勝浦 正樹エンジェルレーシング� 尾関 知人 浦河 村下農場 444＋ 22：16．21� 105．8�
57 グ ラ ン サ ム 牡3栗 56 C．ルメール �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 アタマ 1．9	
33 マイネルスカイ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 22：16．62� 40．1

44 トイトイブルース 牡3鹿 56 内田 博幸�BijouRacing 土田 稔 新冠 川上牧場 512－ 4 〃 アタマ 11．2�
11 トーセンヴィガー 牡3鹿 56 石橋 脩島川 �哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：16．7� 3．5�
69 キングジョーカ 牡3鹿 56 江田 照男�FTU 天間 昭一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 2 〃 ハナ 8．9
45 シバノモスキー 牝3黒鹿54 藤岡 康太柴 一男氏 清水 英克 新冠 パカパカ

ファーム 446＋ 82：16．91� 81．9�
68 ウサギノパンチ 牡3鹿 56 横山 和生桐谷 茂氏 堀井 雅広 平取 中川 隆 456－ 62：17．53� 230．0�
56 コスモグラトナス 牡3青 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 42：17．81� 34．2�
812 オーネットタイガー 牡3鹿 56 幸 英明醍醐 伸之氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 456－ 62：18．33 195．3�
813 ハリケーンズアイ 牡3黒鹿56 武士沢友治会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 500± 02：18．4� 275．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，403，700円 複勝： 48，573，200円 枠連： 11，389，800円
馬連： 56，416，800円 馬単： 34，133，400円 ワイド： 40，171，700円
3連複： 73，628，400円 3連単： 127，804，000円 計： 424，521，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 260円 � 1，200円 � 2，500円 枠 連（2－7） 9，750円

馬 連 �� 12，310円 馬 単 �� 23，310円

ワ イ ド �� 3，240円 �� 6，200円 �� 14，460円

3 連 複 ��� 133，060円 3 連 単 ��� 701，950円

票 数

単勝票数 計 324037 的中 � 38965（3番人気）
複勝票数 計 485732 的中 � 58667（3番人気）� 9744（8番人気）� 4548（10番人気）
枠連票数 計 113898 的中 （2－7） 905（19番人気）
馬連票数 計 564168 的中 �� 3551（24番人気）
馬単票数 計 341334 的中 �� 1098（45番人気）
ワイド票数 計 401717 的中 �� 3232（24番人気）�� 1670（36番人気）�� 711（49番人気）
3連複票数 計 736284 的中 ��� 415（121番人気）
3連単票数 計1278040 的中 ��� 132（611番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―25．0―37．6―49．9―1：02．2―1：14．4―1：26．5―1：38．6―1：50．7―2：02．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．9
1
3
・（3，11）12（1，6）（7，13）2（5，10）4，8，9
11（12，7）3（6，2，13）1（4，5，10）9，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヘッドストリーム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2017．7．16 福島9着

2015．2．18生 牡3栗 母 アシュレイリバー 母母 チャールストンハーバー 5戦1勝 賞金 7，050，000円
〔制裁〕 グランサム号の騎手C．ルメールは，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
※出走取消馬 ヘヴンアースマン号（疾病〔左前肢跛行〕のため）



09017 3月25日 晴 良 （30中山3）第2日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時15分 （芝・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
1：44．9
1：43．9

良
良

22 ロードライト 牝3青鹿54 嶋田 純次榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 410－ 21：51．6 29．3�
811 コスモレリア 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 468± 0 〃 クビ 4．3�
67 グロンディオーズ 牡3黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 528－ 41：51．7クビ 1．6�
79 � ハ ナ ザ カ リ 牝3黒鹿54 江田 照男岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田牧場 476＋ 81：51．91� 184．6�
44 � トーセンスーリヤ 牡3栗 56 田中 勝春島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 472－ 2 〃 クビ 11．9	
11 アースビヨンド 牡3黒鹿56 内田 博幸前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 506± 01：52．0クビ 14．6

810 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 468－ 81：52．53 5．4�
78 グラファイト 牡3青鹿56 松岡 正海 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 468－ 81：52．71� 70．6�
66 シゲルコシアブラ 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子森中 蕃氏 青木 孝文 新ひだか 松田牧場 462＋ 61：52．91� 159．3
33 テイエムチャレンジ 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム
牧場株式会社 498＋ 21：53．32	 520．4�

55 � キラキラオーラ 牝3鹿 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 畠山牧場 426－ 41：53．93	 278．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 36，103，000円 複勝： 98，808，300円 枠連： 14，264，900円
馬連： 58，609，900円 馬単： 40，743，100円 ワイド： 39，593，600円
3連複： 68，218，300円 3連単： 160，969，400円 計： 517，310，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，930円 複 勝 � 290円 � 130円 � 110円 枠 連（2－8） 3，020円

馬 連 �� 4，410円 馬 単 �� 11，610円

ワ イ ド �� 870円 �� 570円 �� 150円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 29，900円

票 数

単勝票数 計 361030 的中 � 9845（6番人気）
複勝票数 計 988083 的中 � 22619（6番人気）� 86835（2番人気）� 697103（1番人気）
枠連票数 計 142649 的中 （2－8） 3654（9番人気）
馬連票数 計 586099 的中 �� 10289（11番人気）
馬単票数 計 407431 的中 �� 2631（27番人気）
ワイド票数 計 395936 的中 �� 9035（11番人気）�� 14493（9番人気）�� 91986（1番人気）
3連複票数 計 682183 的中 ��� 27467（6番人気）
3連単票数 計1609694 的中 ��� 3903（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―26．5―39．3―51．8―1：03．9―1：16．1―1：27．9―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードライト �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2017．11．19 東京1着

2015．3．4生 牝3青鹿 母 パ パ ラ チ ア 母母 ラッキーソングⅡ 4戦2勝 賞金 14，200，000円
※テイエムチャレンジ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09018 3月25日 晴 良 （30中山3）第2日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （芝・右・外）
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
1：06．7
1：06．5

良
良

713 キングキングキング 牡3黒鹿56 蛯名 正義嶋田 賢氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 482＋ 41：09．7 9．8�
11 セイウンミツコ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 436－ 41：09．91� 6．2�
59 メイラヴェル 牝3鹿 54 C．ルメール 千明牧場 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 430－12 〃 ハナ 2．8�
814 ウインヒストリオン 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 五十嵐忠男 様似 様似共栄牧場 442－ 41：10．11� 12．8�
712 セイウンリリシイ 牝3鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 クビ 4．9�
22 ハ ゼ ル 牡3栗 56 幸 英明杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 484－ 21：10．41� 4．1	
815 ヤマノグラップル 牡3青鹿56 嘉藤 貴行澤村 敏雄氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 クビ 61．7

35 ココロストライク 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也�服部牧場 牧 光二 浦河 フクオカファーム 458＋ 41：10．5クビ 40．3�
23 マイティーワークス 牝3青鹿54 田中 勝春中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 452－ 2 〃 アタマ 33．7
611 シ キ シ マ 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士井山 登氏 小桧山 悟 浦河 大柳ファーム 472－101：10．6� 97．6�
58 パ ッ セ 牝3栗 54 岩部 純二�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 494－ 21：10．92 182．0�
34 プラズマディライト 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也ポリッシュホースメイト中舘 英二 新ひだか 城市 公 434＋ 21：11．0クビ 478．6�
610	 リコーパイソン 牡3鹿 56 真島 大輔土橋 正雄氏 蛯名 雄太 日高 リコーファーム 492－ 91：11．31� 199．4�

（大井） （大井）

47 ア ノ マ リ ー 牡3青鹿56 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三石川上牧場 486± 01：11．4� 199．2�
46 フローラルシトラス 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子�KTレーシング 武井 亮 浦河 桑田牧場 404－ 21：11．71
 67．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，516，600円 複勝： 50，854，300円 枠連： 16，000，100円
馬連： 72，472，700円 馬単： 33，665，200円 ワイド： 47，511，900円
3連複： 92，844，000円 3連単： 117，384，000円 計： 468，248，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 190円 � 190円 � 140円 枠 連（1－7） 1，070円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 6，890円

ワ イ ド �� 840円 �� 570円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 28，350円

票 数

単勝票数 計 375166 的中 � 30609（5番人気）
複勝票数 計 508543 的中 � 63856（4番人気）� 61414（5番人気）� 114903（1番人気）
枠連票数 計 160001 的中 （1－7） 11517（4番人気）
馬連票数 計 724727 的中 �� 17619（13番人気）
馬単票数 計 336652 的中 �� 3662（28番人気）
ワイド票数 計 475119 的中 �� 13781（11番人気）�� 21276（7番人気）�� 29282（4番人気）
3連複票数 計 928440 的中 ��� 23838（9番人気）
3連単票数 計1173840 的中 ��� 3001（99番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．5―11．7―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．1―45．8―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングキングキング �
�
父 キングズベスト �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．6．18 函館5着

2015．4．26生 牡3黒鹿 母 アドマイヤアロング 母母 メインスルー 8戦2勝 賞金 22，442，000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。



09019 3月25日 晴 稍重 （30中山3）第2日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時15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
1：48．5
1：47．8

重
重

44 ボーントゥレイン 牡5鹿 57 幸 英明窪田 康志氏 田村 康仁 浦河 谷川牧場 518－ 81：54．8 11．9�
69 ウインドオブホープ �5栗 57 勝浦 正樹�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 530－ 41：55．01 44．3�
56 バトルスピリッツ 牡4鹿 57 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 三石川上牧場 522＋101：55．21	 2．0�
68 キングパール 牡6黒鹿57 津村 明秀フジイ興産� 田中 博康 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 クビ 5．3�
22 スピアザゴールド �5鹿 57

54 ▲木幡 育也 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492－ 61：55．51
 4．6	

33 ル ノ ー ト ル �5青鹿57 丹内 祐次吉田 照哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 474± 01：55．71� 37．4

711� ブレイクエース 牡6鹿 57

54 ▲菊沢 一樹 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500± 0 〃 クビ 64．1�

45 オウケンスターダム 牡4鹿 57 柴田 大知福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 482－ 41：55．91 20．0�
812 グラスアクト 牡5鹿 57 二本柳 壮半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 448－ 41：56．21
 41．0
710� マーブルフラッシュ 牡4栗 57 田中 勝春西村 專次氏 田島 俊明 平取 赤石牧場 458－161：56．94 53．3�
11 ジュブリーユ 牝4芦 55 江田 照男岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 486± 01：57．11	 10．3�
813 マ ス ラ オ �4栗 57 伊藤 工真 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 450± 01：57．41
 95．8�
57 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± 01：57．82	 160．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，129，700円 複勝： 40，164，800円 枠連： 16，523，400円
馬連： 70，747，100円 馬単： 40，404，400円 ワイド： 45，202，500円
3連複： 89，695，700円 3連単： 142，501，700円 計： 481，369，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 270円 � 620円 � 120円 枠 連（4－6） 2，160円

馬 連 �� 21，290円 馬 単 �� 41，280円

ワ イ ド �� 4，270円 �� 560円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 12，420円 3 連 単 ��� 177，820円

票 数

単勝票数 計 361297 的中 � 24267（5番人気）
複勝票数 計 401648 的中 � 30476（5番人気）� 10933（7番人気）� 135053（1番人気）
枠連票数 計 165234 的中 （4－6） 5906（8番人気）
馬連票数 計 707471 的中 �� 2575（39番人気）
馬単票数 計 404044 的中 �� 734（74番人気）
ワイド票数 計 452025 的中 �� 2568（38番人気）�� 21976（6番人気）�� 9818（10番人気）
3連複票数 計 896957 的中 ��� 5414（37番人気）
3連単票数 計1425017 的中 ��� 581（393番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―13．1―13．1―11．8―12．2―12．8―12．9―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―38．2―51．3―1：03．1―1：15．3―1：28．1―1：41．0

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ボーントゥレイン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Tobougg デビュー 2016．1．31 東京5着

2013．3．26生 牡5鹿 母 ボーントゥブーギー 母母 Braissim 18戦2勝 賞金 23，750，000円
〔制裁〕 ウインドオブホープ号の騎手勝浦正樹は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・6番・5番）

09020 3月25日 晴 稍重 （30中山3）第2日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時45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

35 ミッキーワイン 牡4鹿 57
54 ▲菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム B484－ 81：11．8 4．1�

611 イ ザ 牡5鹿 57 勝浦 正樹松田 整二氏 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 B494－10 〃 アタマ 42．6�
36 リトルレグルス 牡4鹿 57 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 504＋ 21：12．33 8．7�
816 エ ン パ シ ー 牡4青鹿57 蛯名 正義岡 浩二氏 中川 公成 新ひだか カタオカフアーム 488－ 21：12．72� 30．8�
815 フォーティプリンス 牡4栗 57 内田 博幸ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 476＋ 4 〃 ハナ 51．1�
47 グラスブルース 牡4鹿 57 江田 照男半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B508± 0 〃 クビ 13．2	
59 マンゴジェリー 牡6鹿 57 幸 英明窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 478± 01：12．8クビ 47．1

12 ベストインザスカイ 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 B502－141：13．01 17．5�
23 バナナボート 牡4栗 57 丹内 祐次田頭 勇貴氏 柴田 政人 新冠 坂元 芳春 424－ 4 〃 ハナ 208．9�
612 サーヒューストン 牡4栗 57 松岡 正海窪田 芳郎氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 クビ 227．5
48 グローリアスクロワ 牝5栗 55 真島 大輔日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 460± 01：13．21� 37．6�

（大井）

11 � ソルサリエンテ 牡4栗 57 柴田 大知西森 鶴氏 清水 英克 新冠 オリエント牧場 496＋ 4 〃 クビ 6．8�
24 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 B452－ 41：13．41� 213．2�
510� ピクシーカフェ 牝5鹿 55

54 ☆井上 敏樹西川 恭子氏 和田 勇介 むかわ 市川牧場 436－ 21：13．82� 482．8�
713 プラントアゲン 牝6黒鹿 55

52 ▲木幡 育也浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 富田 恭司 468－ 41：14．33 38．3�
714 グレーパール 牝5鹿 55 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 502± 01：14．93� 2．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，188，700円 複勝： 57，561，000円 枠連： 26，746，000円
馬連： 109，310，100円 馬単： 51，143，700円 ワイド： 65，270，900円
3連複： 132，652，000円 3連単： 196，970，300円 計： 688，842，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 630円 � 220円 枠 連（3－6） 3，390円

馬 連 �� 6，820円 馬 単 �� 9，480円

ワ イ ド �� 2，210円 �� 550円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 10，050円 3 連 単 ��� 63，410円

票 数

単勝票数 計 491887 的中 � 95841（2番人気）
複勝票数 計 575610 的中 � 106085（2番人気）� 18423（9番人気）� 70520（3番人気）
枠連票数 計 267460 的中 （3－6） 6102（12番人気）
馬連票数 計1093101 的中 �� 12419（22番人気）
馬単票数 計 511437 的中 �� 4045（33番人気）
ワイド票数 計 652709 的中 �� 7336（22番人気）�� 32782（4番人気）�� 6058（31番人気）
3連複票数 計1326520 的中 ��� 9892（36番人気）
3連単票数 計1969703 的中 ��� 2252（184番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．5―12．2―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．5―46．7―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーワイン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．11．20 東京4着

2014．4．20生 牡4鹿 母 ウエスタンダンサー 母母 ウエスタンローズ 7戦2勝 賞金 16，600，000円
〔制裁〕 グラスブルース号の騎手江田照男は，4コーナーから最後の直線コースにかけての御法（鞭の使用）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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ギンゴー号・ハヤブサキラリ号
※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。



09021 3月25日 晴 良 （30中山3）第2日 第9競走 ��
��1，800�

りょうごく

両 国 特 別
発走14時15分 （芝・右）
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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

77 ジョンブドール 牝6鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 458＋101：49．6 2．1�
88 ケルフロイデ 牡5鹿 57 内田 博幸 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490－ 21：49．81� 7．0�
11 ロードリベラル 	4黒鹿57 幸 英明 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 日高 スマイルファーム 414－ 8 〃 アタマ 17．2�
22 ラッシュアタック 牡6鹿 57 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 502－ 2 〃 アタマ 3．5�
33 マイネルユニブラン 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 裕 日高 沖田牧場 520－ 61：49．9� 13．6	
66 エニグマバリエート 牡6青鹿57 藤岡 康太平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B490－ 4 〃 クビ 5．0

44 スワンボート 牡8鹿 57 大庭 和弥田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 482± 01：51．17 193．7�
55 � ランニングウインド 牡4鹿 57 菅原 隆一島川 �哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 480－101：53．1大差 44．6

（8頭）

売 得 金
単勝： 44，315，900円 複勝： 43，398，000円 枠連： 発売なし
馬連： 90，716，900円 馬単： 49，097，700円 ワイド： 43，305，900円
3連複： 85，671，900円 3連単： 246，303，200円 計： 602，809，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 200円 � 320円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 350円 �� 830円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 6，230円

票 数

単勝票数 計 443159 的中 � 165663（1番人気）
複勝票数 計 433980 的中 � 142696（1番人気）� 47235（4番人気）� 23662（6番人気）
馬連票数 計 907169 的中 �� 92994（4番人気）
馬単票数 計 490977 的中 �� 32296（4番人気）
ワイド票数 計 433059 的中 �� 35509（4番人気）�� 12904（11番人気）�� 6550（14番人気）
3連複票数 計 856719 的中 ��� 21012（12番人気）
3連単票数 計2463032 的中 ��� 28620（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．0―37．6―50．3―1：02．4―1：14．3―1：26．0―1：37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジョンブドール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2014．12．20 中山3着

2012．4．3生 牝6鹿 母 シャープキック 母母 ペッパーキャロル 20戦3勝 賞金 46，091，000円

09022 3月25日 晴 良 （30中山3）第2日 第10競走
美浦トレーニング・センター開設40周年記念

��
��2，000�

み ほ

美浦ステークス
発走14時50分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

美浦村長賞（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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

78 サーブルオール 牡5鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 486－ 21：59．9 3．4�
67 レッドローゼス 牡4鹿 57 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 480± 02：00．0� 2．5�
22 ドレッドノータス 	5栗 57 藤岡 康太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460＋ 22：00．63
 16．8�
11 インヘリットデール 牝4鹿 55 石橋 脩 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 446－ 82：00．7
 5．9�
66 スティッフェリオ 牡4鹿 57 内田 博幸 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 448－ 42：00．91 6．3	
33 ショウナンマルシェ 	7青鹿57 幸 英明国本 哲秀氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 4 〃 クビ 15．1

79 オウケンブラック 牡7鹿 57 江田 照男福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 484± 0 〃 ハナ 27．1�
810 マイネルラフレシア 牡5栗 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 470± 02：01．64 96．2�
55 コスモナインボール 牡6鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 488－ 22：01．7
 70．7
44 コパノマリーン 牝5鹿 55 藤田菜七子小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 448＋ 22：02．02 18．2�
811� キャプテンロビン 牡4芦 57 横山 和生島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム B448＋ 12：04．7大差 280．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 55，005，000円 複勝： 73，043，800円 枠連： 25，748，300円
馬連： 136，319，800円 馬単： 65，622，700円 ワイド： 73，926，700円
3連複： 177，955，100円 3連単： 290，356，300円 計： 897，977，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 110円 � 380円 枠 連（6－7） 270円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，070円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 8，580円

票 数

単勝票数 計 550050 的中 � 129274（2番人気）
複勝票数 計 730438 的中 � 133859（2番人気）� 239197（1番人気）� 28308（6番人気）
枠連票数 計 257483 的中 （6－7） 73443（1番人気）
馬連票数 計1363198 的中 �� 263876（1番人気）
馬単票数 計 656227 的中 �� 59248（2番人気）
ワイド票数 計 739267 的中 �� 118401（1番人気）�� 15155（13番人気）�� 19631（10番人気）
3連複票数 計1779551 的中 ��� 59142（6番人気）
3連単票数 計2903563 的中 ��� 24518（26番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―12．2―12．5―12．7―12．3―11．7―11．9―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．0―35．2―47．7―1：00．4―1：12．7―1：24．4―1：36．3―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サーブルオール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2015．12．6 中山1着

2013．3．14生 牡5鹿 母 モンローブロンド 母母 ソ ニ ン ク 11戦5勝 賞金 74，176，000円

１レース目



09023 3月25日 晴 良 （30中山3）第2日 第11競走 ��
��1，800�第25回マーチステークス（ＧⅢ）

発走15時30分 （ダート・右）
4歳以上，29．3．25以降30．3．18まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

48 センチュリオン 牡6黒鹿57 幸 英明窪田 康志氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 536± 01：52．1 6．1�

714 クインズサターン 牡5芦 55 津村 明秀 �クイーンズ・ランチ 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B478－ 2 〃 ハナ 11．4�
24 � ロワジャルダン 牡7鹿 56 真島 大輔 �社台レースホース荒山 勝徳 千歳 社台ファーム 494－221：52．2� 49．1�

（大井） （大井）

612 ア ル タ イ ル 牡6栗 57 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B492－ 2 〃 アタマ 13．3�
510 コスモカナディアン 牡5鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 490－ 61：52．4� 20．5	
815 ロンドンタウン 牡5鹿 57．5 松岡 正海薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 522± 01：52．61	 18．1

47 ディアデルレイ 牡7栗 57 勝浦 正樹 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム B508＋ 41：52．8� 10．7�
35 サクラルコール 牡7栃栗53 柴田 善臣�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 高橋 修 494－ 21：52．9� 32．5�
713 ハイランドピーク 牡4青鹿55 横山 典弘島川 哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 468± 01：53．0クビ 2．0�
23 サンマルデューク 牡9黒鹿55 蛯名 正義相馬 勇氏 和田 勇介 日高 田端牧場 510－ 21：53．1	 110．2�
816 オールブラッシュ 牡6黒鹿58 石橋 脩 �社台レースホース村山 明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－121：53．2	 95．6�
11 ブレスアロット 牡5栗 53 丹内 祐次吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 468－ 21：53．62	 133．6�
36 ジョルジュサンク 牡5栗 54 藤岡 康太 �CHEVAL AT-

TACHE 
島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 526－ 41：53．7	 111．2�
59 エ ピ カ リ ス 牡4黒鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 萩原 清 浦河 鎌田 正嗣 496－ 81：53．8	 8．2�
12 ストロングサウザー 牡7鹿 55 木幡 巧也村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム B480± 01：53．9� 365．4�
611 メイショウウタゲ 牡7栗 57 内田 博幸松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 512± 01：54．1� 54．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 137，904，300円 複勝： 163，617，400円 枠連： 94，345，300円
馬連： 453，496，900円 馬単： 195，597，500円 ワイド： 223，710，100円
3連複： 736，463，300円 3連単： 1，086，890，900円 計： 3，092，025，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 310円 � 870円 枠 連（4－7） 400円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 5，090円

ワ イ ド �� 830円 �� 2，520円 �� 5，460円

3 連 複 ��� 29，020円 3 連 単 ��� 153，570円

票 数

単勝票数 計1379043 的中 � 180400（2番人気）
複勝票数 計1636174 的中 � 275719（2番人気）� 132607（3番人気）� 40046（10番人気）
枠連票数 計 943453 的中 （4－7） 180317（1番人気）
馬連票数 計4534969 的中 �� 138167（11番人気）
馬単票数 計1955975 的中 �� 28773（16番人気）
ワイド票数 計2237101 的中 �� 72300（8番人気）�� 22495（28番人気）�� 10219（49番人気）
3連複票数 計7364633 的中 ��� 19027（86番人気）
3連単票数 計10868909 的中 ��� 5131（413番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．4―49．3―1：01．7―1：14．3―1：26．9―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

センチュリオン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．3．14 中山1着

2012．1．31生 牡6黒鹿 母 ハンドレッドスコア 母母 サンデーエイコーン 23戦8勝 賞金 205，812，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タガノディグオ号
（非抽選馬） 5頭 ゴールデンバローズ号・ドリームキラリ号・ヒラボクプリンス号・マイネルオフィール号・リーゼントロック号
※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。

09024 3月25日 晴 良 （30中山3）第2日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10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
1：08．7
1：08．7

重
重

11 ダノンアイリス 牝5青鹿55 横山 典弘�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：11．6 5．0�
713 ノーフィアー 牡4栗 57 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 490－10 〃 クビ 4．9�
612 コパノビジン 牝5鹿 55 嶋田 純次小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 B468＋ 21：11．91� 114．6�
24 	 ブランメジェール 牝4芦 55 幸 英明 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 米 White Fox
Farm 478＋ 21：12．11
 7．1�

510 ミ ス パ イ ロ 牝4黒鹿55 松岡 正海村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 466－141：12．2� 33．9�
35 シゲルヒラマサ 牡5芦 57 勝浦 正樹森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 484＋ 61：12．3クビ 25．2	
714 フクノグリュック 牡6鹿 57 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ B516＋ 2 〃 アタマ 10．8

23 タイセイラナキラ 牝5栗 55 津村 明秀田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 藤春 修二 502－ 6 〃 ハナ 17．3�
47 マンカストラップ 牡4青鹿57 真島 大輔�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 492＋ 21：12．4� 4．3

（大井）

36 シゲルベンガルトラ 牡4栗 57 蛯名 正義森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 石田牧場 466－ 81：12．71� 11．3�
611 レディーピンク 牝8鹿 55 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 466－ 41：13．12� 287．1�
59 ラピッドライズ 牝5青鹿 55

54 ☆井上 敏樹下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 496± 01：13．52� 21．2�
816 ヒカルランナー 牡9鹿 57 岩部 純二安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 522－ 81：13．7� 375．1�
48 	 アメリカントップ 牡5鹿 57 藤岡 康太吉澤 克己氏 田中 博康 米 Barron-

stown Stud B526－ 21：13．8� 53．6�
12 メガポリゴン 牡4鹿 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 536± 01：13．9クビ 11．3�
815 ブ ロ ワ 牝5黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 田中 博康 浦河 ミルファーム 472＋ 21：14．21� 107．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，784，800円 複勝： 103，084，900円 枠連： 51，145，900円
馬連： 195，045，400円 馬単： 75，840，400円 ワイド： 111，329，600円
3連複： 272，379，400円 3連単： 355，233，200円 計： 1，236，843，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 190円 � 2，020円 枠 連（1－7） 820円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 730円 �� 12，190円 �� 6，560円

3 連 複 ��� 61，080円 3 連 単 ��� 240，690円

票 数

単勝票数 計 727848 的中 � 114436（3番人気）
複勝票数 計1030849 的中 � 153031（3番人気）� 159817（2番人気）� 9707（13番人気）
枠連票数 計 511459 的中 （1－7） 48117（2番人気）
馬連票数 計1950454 的中 �� 81373（5番人気）
馬単票数 計 758404 的中 �� 16647（8番人気）
ワイド票数 計1113296 的中 �� 41706（5番人気）�� 2270（73番人気）�� 4242（59番人気）
3連複票数 計2723794 的中 ��� 3344（163番人気）
3連単票数 計3552332 的中 ��� 1070（775番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．7―12．2―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．3―46．5―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．3
3 4，7（3，8）（13，9）15（1，11）6，12（5，14）－10＝2，16 4 4，7（3，13，8）－1（12，5）（9，15）（11，6）（10，14）－2，16

勝馬の
紹 介

ダノンアイリス �
�
父 Arch �

�
母父 Stormy Atlantic デビュー 2016．1．10 中山2着

2013．2．7生 牝5青鹿 母 カリフォルニアネクター 母母 Absolute Nectar 15戦4勝 賞金 45，674，000円
〔制裁〕 シゲルヒラマサ号の調教師水野貴広は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ツウローゼズ号・ブライスガウ号
（非抽選馬） 1頭 シェアード号
※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。

４レース目



（30中山3）第2日 3月25日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 166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

245，310，000円
7，710，000円
18，400，000円
1，460，000円
28，620，000円
66，610，000円
4，588，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
579，328，400円
933，274，500円
301，817，200円
1，410，610，500円
687，293，800円
808，712，300円
1，959，685，000円
3，075，606，500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 9，756，328，200円

総入場人員 24，594名 （有料入場人員 22，422名）
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