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09013 3月24日 晴 良 （31中山3）第2日 第1競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

35 ヤンチャプリヒメ 牝3鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 430－ 61：13．8 7．7�
713 サイファリス 牝3黒鹿54 F．ミナリク水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 442－14 〃 ハナ 29．6�

（独）

48 カフェドラペ 牝3青鹿54 戸崎 圭太吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 446－ 21：13．9� 13．2�
36 カッチョエペペ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 440± 01：14．0� 1．9�
612 リトルエイト 牝3鹿 54 石橋 脩中村 智幸氏 木村 哲也 新ひだか ケイアイファーム 430－ 41：14．21 6．1�
59 エリーピクシー 牝3芦 54 松岡 正海谷川 正純氏 松山 将樹 新ひだか 萩澤 俊雄 412－121：14．51� 104．0�
24 ハートハーツ 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅廣崎利洋HD	 田村 康仁 平取 清水牧場 404－ 21：14．71� 28．5

11 フ ァ ロ 牝3黒鹿 54

52 △野中悠太郎�三嶋牧場 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 470－ 21：15．01� 5．4�
510 ホワイトハッカー 牝3芦 54 吉田 隼人田頭 勇貴氏 南田美知雄 新冠 守矢牧場 418－ 61：15．1� 102．7
816 ダ ル メ イ ン 牝3芦 54 三浦 皇成	ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋ 4 〃 ハナ 20．4�
47 ハ ナ イ カ ダ 牝3青鹿 54

52 △菊沢 一樹山口 正行氏 伊藤 伸一 新ひだか 静内酒井牧場 404－ 81：15．84 392．5�
714 オ キ ミ ヤ ゲ 牝3鹿 54 武士沢友治福田 光博氏 根本 康広 日高 日高大洋牧場 444－ 41：15．9クビ 160．0�
23 ロ ジ ベ ー カ 牝3鹿 54 津村 明秀久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 416－ 81：16．32� 47．0�
611 コウユーモゼ 牝3鹿 54 笹川 翼加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 村下農場 424± 01：16．4クビ 343．8�

（大井）

815 ハ ナ ダ マ 牝3栗 54 柴田 大知�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 442－ 6 〃 ハナ 183．4�
12 イエスユウキャン 牝3青鹿54 蛯名 正義道永 幸治氏 田中 剛 新冠 スカイビーチステーブル 446＋121：19．3大差 58．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，866，500円 複勝： 34，626，800円 枠連： 11，574，200円
馬連： 48，352，200円 馬単： 24，879，300円 ワイド： 34，424，600円
3連複： 72，690，500円 3連単： 94，450，300円 計： 343，864，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 270円 � 800円 � 370円 枠 連（3－7） 1，840円

馬 連 �� 7，400円 馬 単 �� 10，680円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 1，060円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 19，020円 3 連 単 ��� 88，810円

票 数

単勝票数 計 228665 的中 � 23508（4番人気）
複勝票数 計 346268 的中 � 37551（4番人気）� 10122（8番人気）� 24801（5番人気）
枠連票数 計 115742 的中 （3－7） 4863（8番人気）
馬連票数 計 483522 的中 �� 5063（20番人気）
馬単票数 計 248793 的中 �� 1747（32番人気）
ワイド票数 計 344246 的中 �� 5467（18番人気）�� 8556（10番人気）�� 2935（28番人気）
3連複票数 計 726905 的中 ��� 2866（50番人気）
3連単票数 計 944503 的中 ��� 771（244番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．7―12．8―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．6―47．4―1：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F39．2
3 ・（2，3，6，15）8（1，7，9，12）－（4，10）（5，13）－（11，16）－14 4 ・（2，3，6，9，12）8（1，7，15，5）（4，10）（16，13）11＝14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヤンチャプリヒメ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．6．3 東京10着

2016．4．9生 牝3鹿 母 ノートルアンジュ 母母 グリーンスプレーマ 11戦1勝 賞金 7，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イエスユウキャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 サクラクリスタル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

09014 3月24日 晴 良 （31中山3）第2日 第2競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

510 ベンガラグンジョウ 牡3鹿 56 田辺 裕信諸江 幸祐氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 520－ 81：56．3 1．9�
714 リワードアンヴァル 牡3栗 56 三浦 皇成宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 494＋ 6 〃 アタマ 6．1�
11 ゴ ー 牡3鹿 56 松岡 正海グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 496－ 41：58．3大差 20．4�
35 � マ キ 牡3鹿 56 石橋 脩吉田 和美氏 手塚 貴久 米 WinStar

Farm, LLC 536＋ 81：58．72� 3．3�
611 ワンダーヴァレッタ 牡3栗 56 戸崎 圭太山口 正行氏 中野 栄治 新冠 村上牧場 442＋ 61：58．8	 16．3�
23 � モントカイザー 
3黒鹿56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 尾形 和幸 英 Mrs D. du

Feu 466± 01：59．01� 74．4�
713 シュリュッセル 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 B512－ 61：59．2	 235．7	
612 ヴァンキッシュアイ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 458－ 21：59．52 203．9

12 フィストバンプ 牡3青鹿56 蛯名 正義小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 480－ 21：59．92� 152．6�
36 パワーリンク 牡3黒鹿56 江田 照男飯田 正剛氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 B506＋ 22：00．32� 58．8�
47 ラ ス ボ ス 牡3鹿 56 笹川 翼 CHEVAL AT-

TACHE 田島 俊明 日高 碧雲牧場 482－ 22：00．72� 312．6�
（大井）

816 カズノマックイーン 牡3鹿 56 柴山 雄一鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新冠 新冠橋本牧場 B494－ 62：02．08 349．7�
24 � プリモスペード 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹�グランド牧場 菊沢 隆徳 米
Millennium
Farms & Tiznow
Syndicate

502－ 6 〃 クビ 27．7�
815 ダークロード 牡3黒鹿 56

54 △野中悠太郎田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 528 ―2：04．0大差 27．3�
48 ネクストスクワッド 牡3栗 56 F．ミナリク平田 修氏 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 438－122：06．3大差 30．4�

（独）

59 リュウグウオー 牡3鹿 56 伊藤 工真深澤 朝房氏 金成 貴史 日高 シンボリ牧場 436± 0 〃 クビ 105．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，844，600円 複勝： 56，307，700円 枠連： 11，410，400円
馬連： 51，619，300円 馬単： 27，048，600円 ワイド： 38，119，200円
3連複： 74，411，900円 3連単： 104，700，500円 計： 390，462，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 270円 枠 連（5－7） 580円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 280円 �� 540円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 6，450円

票 数

単勝票数 計 268446 的中 � 109861（1番人気）
複勝票数 計 563077 的中 � 307997（1番人気）� 52791（3番人気）� 24574（5番人気）
枠連票数 計 114104 的中 （5－7） 15147（2番人気）
馬連票数 計 516193 的中 �� 65852（2番人気）
馬単票数 計 270486 的中 �� 23486（3番人気）
ワイド票数 計 381192 的中 �� 39821（2番人気）�� 17425（5番人気）�� 6477（13番人気）
3連複票数 計 744119 的中 ��� 22767（6番人気）
3連単票数 計1047005 的中 ��� 11761（15番人気）

ハロンタイム 13．1―12．8―13．4―13．5―12．9―12．4―12．8―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．9―39．3―52．8―1：05．7―1：18．1―1：30．9―1：43．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベンガラグンジョウ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．12．15 中山2着

2016．2．24生 牡3鹿 母 カタマチボタン 母母 タヤスブルーム 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カズノマックイーン号・プリモスペード号・ダークロード号・ネクストスクワッド号・リュウグウオー号

は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ガルラバン号
（非抽選馬） 2頭 エコロドリーム号・モリトシュン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第３回 中山競馬 第２日



09015 3月24日 晴 良 （31中山3）第2日 第3競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

12 オルクリスト 牡3鹿 56 戸崎 圭太�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 466－ 41：13．6 4．2�
47 クリスタルアワード 牝3青鹿54 三浦 皇成 �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 岡田スタツド 452± 01：13．91� 3．3�
714 モリトローテローゼ 牝3栗 54 伴 啓太石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 桑田 正己 B468＋ 21：14．0� 6．1�
815 ゴールドプラネット 牝3黒鹿54 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 日高 いとう牧場 478－ 21：14．21� 10．5�
48 マイミッション 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅加藤 光淑氏 小島 茂之 むかわ 市川牧場 480－141：14．3� 57．3	
611 アシャカホンマル 牡3黒鹿56 津村 明秀吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 畠山牧場 510－ 81：14．72 4．8

612 スローエクスプレス 牝3栗 54 笹川 翼本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 448－ 21：14．91� 380．8�

（大井）

510 タイセイアルディ 牝3黒鹿 54
52 △野中悠太郎田中 成奉氏 伊藤 大士 平取 二風谷ファーム 448－ 41：15．0クビ 12．1�

11 ア プ ラ ウ ス 牝3黒鹿 54
53 ☆木幡 巧也�ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 394－ 2 〃 クビ 95．4
35 ビジュミノル 牝3栗 54 松岡 正海吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 486＋ 2 〃 アタマ 18．9�
24 ゴールデンチョイス 牡3青鹿56 丹内 祐次田島榮二郎氏 武藤 善則 新ひだか 元茂牧場 B452－ 21：15．21 16．0�
36 ガッサンベリー 牡3鹿 56 武士沢友治西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター B440＋ 21：15．41� 256．1�
23 タカラパーティ 牝3鹿 54 横山 和生村山 義男氏 藤原 辰雄 浦河 宮内牧場 502－ 61：15．6� 132．5�
59 クリノリトルスター 牝3栗 54 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 増尾牧場 408± 0 〃 クビ 478．6�
816 ミ ラ ー ジ ュ 牝3黒鹿 54

51 ▲菅原 明良�パニオロ 水野 貴広 浦河 小島牧場 436－141：15．7� 340．2�
713 ス イ セ ー 牡3鹿 56 岩部 純二村田 滋氏 柄崎 孝 伊達 高橋農場 458－ 41：18．8大差 532．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，135，600円 複勝： 41，300，200円 枠連： 12，423，200円
馬連： 61，402，600円 馬単： 28，473，000円 ワイド： 42，738，900円
3連複： 81，993，600円 3連単： 95，310，700円 計： 392，777，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 150円 � 170円 枠 連（1－4） 550円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 270円 �� 460円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 5，270円

票 数

単勝票数 計 291356 的中 � 55264（2番人気）
複勝票数 計 413002 的中 � 63475（3番人気）� 74223（1番人気）� 61298（4番人気）
枠連票数 計 124232 的中 （1－4） 17222（1番人気）
馬連票数 計 614026 的中 �� 68847（1番人気）
馬単票数 計 284730 的中 �� 19009（1番人気）
ワイド票数 計 427389 的中 �� 43823（1番人気）�� 22312（6番人気）�� 25493（3番人気）
3連複票数 計 819936 的中 ��� 49296（2番人気）
3連単票数 計 953107 的中 ��� 13099（3番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―12．8―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．5―47．3―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F39．1
3 ・（7，11）14（4，10，15）－（12，16）（5，8）（1，6）－3，2＝9＝13 4 7，11，14（4，10）15－（5，16）（1，6，8）（12，2）－3－9＝13

勝馬の
紹 介

オルクリスト �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 メイショウサムソン デビュー 2018．10．21 東京12着

2016．4．7生 牡3鹿 母 メイショウホノボノ 母母 シャドウスプリング 6戦1勝 賞金 7，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スイセー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月24日まで平地競走に出

走できない。
〔3走成績による出走制限〕 タカラパーティ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 キンショーヘイロー号・クリノマレンゴ号
※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。

09016 3月24日 晴 良 （31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

58 レ オ 牡3芦 56 三浦 皇成ニッシンレーシング 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 522－ 22：15．4 5．3�
815 ウォルフズハウル 牡3黒鹿56 藤岡 佑介ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456± 02：15．61� 13．3�
713 レッドクーゲル 牡3栗 56 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 424－ 82：15．81 6．9�
59 ヘヴンリータイム �3栗 56

55 ☆木幡 巧也伊藤 正徳氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 494－ 6 〃 ハナ 182．9�
47 エフェクトオン 牡3黒鹿56 蛯名 正義 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 442－ 4 〃 クビ 5．5	
814 イフユーワナ 牡3鹿 56 津村 明秀山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 下屋敷牧場 494＋ 4 〃 アタマ 12．0

611 フライクーゲル 牡3鹿 56 柴田 大知水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 478＋ 22：15．9クビ 26．8�
610 ヤギリオーディン 牡3黒鹿56 松岡 正海内田ヤエ子氏 小西 一男 新冠 有限会社 大

作ステーブル 506＋ 2 〃 クビ 4．1�
11 ココリガストン 牡3黒鹿 56

54 △野中悠太郎美﨑光二郎氏 古賀 慎明 浦河 三嶋牧場 510± 02：16．11� 36．0
34 カミノシルヴィ 牝3鹿 54 内田 博幸村上 正喜氏 浅野洋一郎 青森 ワールドファーム 438± 02：16．41	 15．3�
22 コトブキアゲート 牡3栗 56 F．ミナリク尾上 松壽氏 金成 貴史 森 笹川大晃牧場 484－ 82：16．72 9．1�

（独）

46 ニシノアレグロ 牡3栗 56 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 浦河 桑田牧場 446± 0 〃 ハナ 144．2�
712 ゲットリズム 牡3鹿 56 柴山 雄一ジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 22：16．8
 22．2�
35 ダークオブザナイト 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 494± 02：17．65 106．2�
23 ヴェリートレビアン 牡3鹿 56 田辺 裕信嶋田 賢氏 大和田 成 新冠 大栄牧場 464 ―2：17．81 29．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，065，300円 複勝： 44，102，700円 枠連： 15，867，700円
馬連： 62，567，700円 馬単： 27，116，700円 ワイド： 45，837，200円
3連複： 88，904，800円 3連単： 98，396，400円 計： 410，858，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 390円 � 230円 枠 連（5－8） 1，780円

馬 連 �� 4，150円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 670円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 8，260円 3 連 単 ��� 38，530円

票 数

単勝票数 計 280653 的中 � 42132（2番人気）
複勝票数 計 441027 的中 � 68046（3番人気）� 25285（8番人気）� 50477（4番人気）
枠連票数 計 158677 的中 （5－8） 6872（8番人気）
馬連票数 計 625677 的中 �� 11667（17番人気）
馬単票数 計 271167 的中 �� 3657（19番人気）
ワイド票数 計 458372 的中 �� 7593（22番人気）�� 18368（5番人気）�� 7029（23番人気）
3連複票数 計 889048 的中 ��� 8069（29番人気）
3連単票数 計 983964 的中 ��� 1851（120番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．4―37．1―49．6―1：01．7―1：14．0―1：26．2―1：38．4―1：50．6―2：02．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レ オ �
�
父 Mastercraftsman �

�
母父 Henrythenavigator デビュー 2018．12．2 中山6着

2016．3．21生 牡3芦 母 オモテナシⅡ 母母 Million Gift 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ウォルフズハウル号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成31年3月30日から平成31年

4月7日まで騎乗停止。（被害馬：7番）
〔その他〕 ニシノアレグロ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ニシノアレグロ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年4月24日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



09017 3月24日 晴 良 （31中山3）第2日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時15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

44 � ルマーカーブル 牡3鹿 56 三浦 皇成伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 520＋ 41：10．0 8．5�

78 � ヴォイスオブジョイ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan

Connors 440＋ 41：10．1	 1．6�
89 ブラックダンサー 牝3黒鹿54 藤岡 佑介前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456－10 〃 クビ 19．1�
33 ア マ デ ウ ス 牡3黒鹿56 田辺 裕信中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育

成牧場 462＋ 61：10．31	 4．4�
66 タガノジェロディ 牡3栗 56 内田 博幸八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 466± 01：10．4クビ 9．7�
11 ナーゲルリング 牝3黒鹿54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 浦河 浦河小林牧場 456＋ 2 〃 ハナ 36．9

77 バームクーヘン 牝3鹿 54 嶋田 純次	ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 462－141：10．5
 204．5�
810 エンパイアシュアー 牡3鹿 56 柴山 雄一	ターフ・スポート和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 460－ 21：10．71	 75．7�
22 マーマレードガール 牝3黒鹿54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 滝本 健二 456－ 41：10．8クビ 11．2
55 � シェリーアモール 牝3栗 54 笹川 翼吉橋 英�氏 佐々木 仁 日高 長田ファーム 394－ 71：11．97 98．1�

（川崎） （大井）

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，421，400円 複勝： 114，906，400円 枠連： 9，391，400円
馬連： 49，186，600円 馬単： 38，943，500円 ワイド： 35，945，100円
3連複： 62，379，200円 3連単： 161，529，000円 計： 504，702，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 190円 � 110円 � 240円 枠 連（4－7） 590円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，300円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 16，440円

票 数

単勝票数 計 324214 的中 � 30449（3番人気）
複勝票数 計1149064 的中 � 43435（4番人気）� 883612（1番人気）� 31082（6番人気）
枠連票数 計 93914 的中 （4－7） 12145（3番人気）
馬連票数 計 491866 的中 �� 70183（2番人気）
馬単票数 計 389435 的中 �� 14853（7番人気）
ワイド票数 計 359451 的中 �� 51093（2番人気）�� 5878（16番人気）�� 22826（5番人気）
3連複票数 計 623792 的中 ��� 21988（9番人気）
3連単票数 計1615290 的中 ��� 7123（54番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．7―11．7―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―35．0―46．7―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．0
3 ・（4，3，9）（1，10）（2，6，8）（5，7） 4 ・（4，3，9）10（1，2，8）6，7，5

勝馬の
紹 介

�ルマーカーブル �
�
父 フ ィ ガ ロ �

�
母父 Stormy Atlantic

2016．3．18生 牡3鹿 母 ミスリンディ 母母 Primo Ordine 4戦1勝 賞金 13，700，000円
地方デビュー 2018．7．4 門別

※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。

09018 3月24日 晴 良 （31中山3）第2日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時45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

811 ダディーズマインド 牡3鹿 56 宮崎 北斗田島 大史氏 青木 孝文 新冠 スカイビーチステーブル 482－161：51．7 7．0�
66 ヴァンケドミンゴ 牡3鹿 56 戸崎 圭太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 462－ 61：51．91� 5．0�
44 ハーメティキスト 牡3鹿 56 石橋 脩 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 448＋ 2 〃 クビ 5．5�
810 サトノフォース 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅 �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 新ひだか 桜井牧場 446＋ 21：52．11 2．9�
11 フォルコメン 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 508－ 6 〃 ハナ 3．7	
33 ランペドゥーザ 牝3栗 54 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 470－ 2 〃 アタマ 24．1

79 サルウェーテ 牡3鹿 56 吉田 隼人西森 鶴氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 462± 01：52．52� 221．4�
67 ケンデューク 牡3黒鹿56 田辺 裕信中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 418－ 41：52．7� 71．4�
55 ミ チ ビ キ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 41：52．91	 32．6
78 チバタリアン 牝3芦 54 三浦 皇成井上 久光氏 稲垣 幸雄 新冠 競優牧場 422－ 8 〃 ハナ 35．4�
22 クロムウェル 牡3栗 56 松岡 正海�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 アサヒ牧場 438＋ 41：53．75 228．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，334，900円 複勝： 56，695，500円 枠連： 13，794，100円
馬連： 75，005，300円 馬単： 36，676，700円 ワイド： 46，708，900円
3連複： 87，902，200円 3連単： 138，608，900円 計： 502，726，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 190円 � 180円 � 170円 枠 連（6－8） 550円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 500円 �� 730円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 17，650円

票 数

単勝票数 計 473349 的中 � 53866（5番人気）
複勝票数 計 566955 的中 � 72681（5番人気）� 84556（4番人気）� 87016（3番人気）
枠連票数 計 137941 的中 （6－8） 19325（2番人気）
馬連票数 計 750053 的中 �� 44400（7番人気）
馬単票数 計 366767 的中 �� 8158（17番人気）
ワイド票数 計 467089 的中 �� 24737（7番人気）�� 15911（11番人気）�� 19839（9番人気）
3連複票数 計 879022 的中 ��� 23518（11番人気）
3連単票数 計1386089 的中 ��� 5691（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．8―38．6―51．5―1：03．8―1：16．7―1：29．2―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．0
1
3
11，8，5，1，2，9，3，7，4（6，10）・（11，8）（5，1）（2，9，7）（3，4，10）6

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

勝馬の
紹 介

ダディーズマインド �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．6．10 東京3着

2016．3．2生 牡3鹿 母 ケイティーズギフト 母母 ケイティーズファースト 7戦2勝 賞金 18，040，000円
〔制裁〕 ダディーズマインド号の騎手宮崎北斗は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番・5

番・2番・1番）



09019 3月24日 晴 良 （31中山3）第2日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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
1：08．7
1：08．7

重
重

713 グラスルーナ 牝4栗 55
54 ☆木幡 巧也半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 492－ 21：12．9 6．3�

23 ゴ ム マ リ 牝4黒鹿55 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 472－ 41：13．11 39．0�
816 ジュブリーユ 牝5芦 55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 B496－ 8 〃 ハナ 19．0�
24 ア ポ ロ ア ミ 牝4鹿 55 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 452－ 2 〃 ハナ 3．1�
612 ロ ブ ラ リ ア 牝4栗 55 吉田 豊ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 466－ 71：13．2� 44．5	
12 � フレンドアリス 牝4栗 55 吉田 隼人横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 458＋ 2 〃 クビ 32．7

36 サイドストリート 牝4鹿 55 勝浦 正樹ニッシンレーシング 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 474± 0 〃 アタマ 3．0�
59 ラブユーミー 牝5鹿 55 横山 和生増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 506＋ 81：13．3� 18．6�
815� フロースヒルデ 牝4鹿 55 笹川 翼宮川 保氏 南田美知雄 日高 浦新 徳司 436－ 21：13．5� 52．3

（大井）

611 スリーミネルバ 牝5黒鹿55 柴山 雄一永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 440± 0 〃 ハナ 40．8�
35 フジマサクイーン 牝5鹿 55 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B456± 01：13．6� 23．9�
510 ヴィクトアリー 牝4栗 55 伊藤 工真窪田 康志氏 田島 俊明 浦河 有限会社

吉田ファーム 458－181：13．81� 30．9�
48 ラ ヴ ノ ッ ト 牝4鹿 55

53 △野中悠太郎 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 大北牧場 482＋ 81：13．9� 43．8�

714� フィールグッド 牝4鹿 55
52 ▲菅原 明良小林竜太郎氏 土田 稔 日高 奥山 博 456± 01：14．11 180．0�

47 ストライクショット 牝6鹿 55 F．ミナリク�イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：14．2� 9．1�
（独）

11 � ジョーダンヒロイン 牝4青鹿55 松岡 正海戸賀 智子氏 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 440± 01：14．83� 130．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，501，700円 複勝： 32，631，900円 枠連： 15，969，800円
馬連： 66，402，600円 馬単： 32，047，600円 ワイド： 43，565，400円
3連複： 93，104，100円 3連単： 120，699，800円 計： 429，922，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 250円 � 970円 � 450円 枠 連（2－7） 1，130円

馬 連 �� 11，880円 馬 単 �� 17，950円

ワ イ ド �� 3，060円 �� 1，490円 �� 6，990円

3 連 複 ��� 43，100円 3 連 単 ��� 228，470円

票 数

単勝票数 計 255017 的中 � 32334（3番人気）
複勝票数 計 326319 的中 � 40623（3番人気）� 7759（13番人気）� 18278（5番人気）
枠連票数 計 159698 的中 （2－7） 10870（5番人気）
馬連票数 計 664026 的中 �� 4331（33番人気）
馬単票数 計 320476 的中 �� 1339（53番人気）
ワイド票数 計 435654 的中 �� 3652（31番人気）�� 7718（12番人気）�� 1579（54番人気）
3連複票数 計 931041 的中 ��� 1620（106番人気）
3連単票数 計1206998 的中 ��� 383（526番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．8―12．4―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．7―47．1―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．2
3 ・（6，10）16，9，13，7，11－（5，14）8（12，15）4（2，3）－1 4 6（10，16）（9，13）（7，11）－（5，8，15）（12，14）（4，2）－3－1

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4栗 母 ムーンライトパワー 母母 Mime 14戦2勝 賞金 16，370，000円
〔制裁〕 フレンドアリス号の騎手吉田隼人は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
※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） 3頭 シャンパンサーベル号・ヌンジュリエット号・プリンセスヨウク号
（非抽選馬） 1頭 ヒスイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

09020 3月24日 晴 良 （31中山3）第2日 第8競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

11 アークカンパネラ 牡4青鹿57 戸崎 圭太酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 川上牧場 B494－ 21：55．9 7．1�
713 マイネルツァイト 牡5青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 506－ 4 〃 ハナ 10．9�
814 タイキダイヤモンド 牡5青鹿 57

54 ▲菅原 明良�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 476± 0 〃 クビ 3．8�

34 � ジャカンドジョー 牡5鹿 57
56 ☆武藤 雅井上 一郎氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 468－ 61：56．22 9．8�

47 リンガスビンゴ 牝4黒鹿55 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 522－ 41：56．3クビ 16．0	
610 ロージズキング 牡4栗 57

56 ☆木幡 巧也鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B514＋ 21：56．4	 3．3

35 レ ア バ ー ド 牡4鹿 57 田中 勝春田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 536± 01：56．61 9．8�
46 グ ロ グ ラ ン 牝4栗 55 武士沢友治藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 474－ 21：57．02	 33．1�
712 タイセイカレッジ 牡4芦 57 F．ミナリク田中 成奉氏 奥村 武 日高 下河辺牧場 436－ 61：57．1	 47．6

（独）

815 ヴィーグリーズ 牡5鹿 57
55 △野中悠太郎�服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 健太郎 470－ 21：57．31
 146．6�

58 � コールドターキー 牡4栗 57 柴田 善臣薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 B458－ 6 〃 クビ 47．4�
611 トーセンウィナー 牝4栗 55 津村 明秀島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 474± 01：57．61	 28．8�
59 � ト ッ プ ギ ア 牡4鹿 57 笹川 翼 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 B442－ 71：57．92 96．4�

（大井）

23 マイネルレンカ 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 462－ 41：58．11	 17．2�

22 スリーミュージアム 牡6鹿 57
55 △菊沢 一樹永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B444＋162：00．1大差 138．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，055，300円 複勝： 38，608，200円 枠連： 18，437，400円
馬連： 66，862，100円 馬単： 28，568，600円 ワイド： 43，801，100円
3連複： 89，253，500円 3連単： 109，040，400円 計： 420，626，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 230円 � 240円 � 140円 枠 連（1－7） 6，120円

馬 連 �� 6，640円 馬 単 �� 12，950円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 810円 �� 710円

3 連 複 ��� 7，380円 3 連 単 ��� 62，340円

票 数

単勝票数 計 260553 的中 � 29052（3番人気）
複勝票数 計 386082 的中 � 38860（3番人気）� 35433（4番人気）� 86743（1番人気）
枠連票数 計 184374 的中 （1－7） 2334（21番人気）
馬連票数 計 668621 的中 �� 7794（22番人気）
馬単票数 計 285686 的中 �� 1654（39番人気）
ワイド票数 計 438011 的中 �� 5941（21番人気）�� 14014（9番人気）�� 16192（7番人気）
3連複票数 計 892535 的中 ��� 9067（26番人気）
3連単票数 計1090404 的中 ��� 1268（204番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―13．0―13．3―12．6―12．7―13．0―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―38．0―51．3―1：03．9―1：16．6―1：29．6―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．3
1
3
5，8，9（3，6）（2，14）（1，10）（7，13）－11－12，15－4・（5，8）9（3，6，14，10）1（2，13）7（12，4）11，15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アークカンパネラ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2017．10．22 東京4着

2015．3．7生 牡4青鹿 母 ブルーフェアプレー 母母 フジノトップロマン 16戦2勝 賞金 17，050，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



09021 3月24日 晴 良 （31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 750，000
750，000

円
円

付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード
中央レコード

1：44．9
1：43．9

良
良

66 ウインイクシード 牡5黒鹿57 松岡 正海�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 492－ 21：49．9 2．1�
55 ケルフロイデ 牡6鹿 57 F．ミナリク �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 500± 01：50．32� 6．1�

（独）

33 エフティスパークル 牡6黒鹿57 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 ハナ 13．2�
44 ロードプレミアム 牡6黒鹿57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 502－ 4 〃 クビ 5．6�
11 フォワードカフェ 牡7黒鹿57 内田 博幸西川 恭子氏 和田 勇介 むかわ 上水牧場 530－ 61：50．4クビ 18．6	
78 セガールモチンモク 	5栗 57 宮崎 北斗小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B492± 0 〃 同着 114．0

811 キングスヴァリュー 牡4栗 57 津村 明秀 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B496－ 61：50．5
 6．7�
67 マイネルズイーガー 牡5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 510± 0 〃 アタマ 7．3�
79 � フィールドシャルム 牡6鹿 57 田中 勝春岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 492＋ 21：51．03 140．6
22 コスモアルヘナ 牡7青鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 480± 01：51．31
 180．3�
810 スワンボート 牡9鹿 57 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 オンワード牧場 476＋ 81：52．25 354．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，435，200円 複勝： 50，859，700円 枠連： 17，448，400円
馬連： 88，233，300円 馬単： 43，975，300円 ワイド： 47，474，600円
3連複： 105，830，300円 3連単： 184，641，000円 計： 581，897，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 210円 枠 連（5－6） 440円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 250円 �� 440円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 4，170円

票 数

単勝票数 計 434352 的中 � 165098（1番人気）
複勝票数 計 508597 的中 � 169816（1番人気）� 83333（2番人気）� 42009（6番人気）
枠連票数 計 174484 的中 （5－6） 30692（1番人気）
馬連票数 計 882333 的中 �� 120286（1番人気）
馬単票数 計 439753 的中 �� 39819（1番人気）
ワイド票数 計 474746 的中 �� 55991（2番人気）�� 26419（6番人気）�� 14544（11番人気）
3連複票数 計1058303 的中 ��� 53144（4番人気）
3連単票数 計1846410 的中 ��� 32047（7番人気）

ハロンタイム 12．8―12．6―12．4―12．1―11．8―12．3―11．8―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．4―37．8―49．9―1：01．7―1：14．0―1：25．8―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインイクシード �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．11．19 東京4着

2014．4．17生 牡5黒鹿 母 イクスキューズ 母母 クリスティキャット 16戦3勝 賞金 63，146，000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。

09022 3月24日 晴 良 （31中山3）第2日 第10競走 ��
��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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

55 クレッシェンドラヴ 牡5鹿 57 内田 博幸広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 488± 02：00．2 5．3�
89 シンギュラリティ 牡5鹿 57 戸崎 圭太吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 500＋ 6 〃 クビ 4．1�
77 サンティール 牝5鹿 55 三浦 皇成吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 484－ 42：00．51� 8．6�
44 ル ー カ ス 牡4鹿 57 石橋 脩 �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 510＋10 〃 クビ 8．2�
810 レ ー ツ ェ ル 牝4鹿 55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 490＋122：00．81	 5．1	
33 ケンホファヴァルト 牡6鹿 57 勝浦 正樹中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 464－ 82：01．01
 30．8

11 ギブアンドテイク �8栗 57 松岡 正海嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 浦河 昭和牧場 472－ 62：01．1	 38．3�
22 オウケンブラック 牡8鹿 57 武藤 雅福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム B484＋ 42：01．73� 116．1�
78 ジ ェ シ ー 牡4鹿 57 田辺 裕信 �キャロットファーム 中内田充正 平取 坂東牧場 478－ 22：01．8	 3．5
66 ショウナンマルシェ �8青鹿57 F．ミナリク国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484± 02：01．9	 28．3�
（独）

（10頭）

売 得 金
単勝： 58，215，700円 複勝： 74，880，400円 枠連： 24，681，400円
馬連： 128，439，600円 馬単： 57，055，800円 ワイド： 73，002，100円
3連複： 157，706，900円 3連単： 247，427，900円 計： 821，409，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 150円 � 140円 � 190円 枠 連（5－8） 690円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 370円 �� 610円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 12，130円

票 数

単勝票数 計 582157 的中 � 87765（4番人気）
複勝票数 計 748804 的中 � 131295（3番人気）� 150341（1番人気）� 85619（5番人気）
枠連票数 計 246814 的中 （5－8） 27400（3番人気）
馬連票数 計1284396 的中 �� 81617（5番人気）
馬単票数 計 570558 的中 �� 17522（11番人気）
ワイド票数 計 730021 的中 �� 53279（2番人気）�� 29368（9番人気）�� 36808（7番人気）
3連複票数 計1577069 的中 ��� 47755（8番人気）
3連単票数 計2474279 的中 ��� 14780（42番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．1―12．4―11．8―11．8―11．9―12．2―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．7―48．1―59．9―1：11．7―1：23．6―1：35．8―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．6
1
3
・（6，8）－10，3，9－7－4，1，5，2
3，8－6－（9，10）（7，5）（1，4）2

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

勝馬の
紹 介

クレッシェンドラヴ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．10．22 東京12着

2014．4．14生 牡5鹿 母 ハイアーラヴ 母母 Dollar Bird 16戦5勝 賞金 72，327，000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。

１レース目



09023 3月24日 晴 良 （31中山3）第2日 第11競走 ��
��1，800�第26回マーチステークス（ＧⅢ）

発走15時30分 （ダート・右）
4歳以上，30．3．24以降31．3．17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 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

510 サトノティターン 牡6黒鹿55 石橋 脩里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 572± 01：52．3 14．9�
612 ロンドンタウン 牡6鹿 57．5 吉田 隼人薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 532＋181：52．51� 28．4�
611 リーゼントロック 牡8黒鹿56 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 518－ 6 〃 クビ 47．5�
36 ヒラボクラターシュ 牡4鹿 57 戸崎 圭太�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 522± 0 〃 アタマ 5．2�
815 サンマルデューク 牡10黒鹿53 武士沢友治相馬 勇氏 和田 勇介 日高 田端牧場 518＋ 81：52．6クビ 185．1�
24 ロードゴラッソ 牡4青 55 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 474＋ 2 〃 ハナ 6．3	
714 グレンツェント 牡6鹿 56 F．ミナリク 
シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 クビ 16．0�

（独）

23 � ジョーダンキング 牡6黒鹿55 蛯名 正義廣崎利洋HD� 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 492－ 61：52．7	 13．5�
816 センチュリオン 牡7黒鹿57．5 内田 博幸窪田 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 540＋101：52．91� 22．9
48 テーオーエナジー 牡4栗 57 田辺 裕信小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 510＋ 31：53．0	 3．8�
35 アスカノロマン 牡8栗 56 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 516－101：53．31
 59．3�
11 ア ル ド ー レ 牡4栗 55 古川 吉洋安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 490－ 2 〃 クビ 12．5�
47 ハーベストムーン 牡4黒鹿54 三浦 皇成三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B504－ 81：53．51� 125．5�
59 エイシンセラード 牝4栗 52 津村 明秀�栄進堂 今野 貞一 浦河 川越ファーム 508－ 21：54．24 14．9�
12 マイネルオフィール 牡7鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 510－ 21：54．73 67．8�
713 ハイランドピーク 牡5青鹿57 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 468－ 21：54．8	 6．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 131，395，400円 複勝： 172，173，000円 枠連： 101，104，700円
馬連： 477，227，800円 馬単： 162，074，000円 ワイド： 245，291，700円
3連複： 797，392，900円 3連単： 941，162，100円 計： 3，027，821，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 570円 � 1，070円 � 1，210円 枠 連（5－6） 5，760円

馬 連 �� 24，990円 馬 単 �� 41，900円

ワ イ ド �� 6，220円 �� 7，410円 �� 11，050円

3 連 複 ��� 212，750円 3 連 単 ��� 1，240，620円

票 数

単勝票数 計1313954 的中 � 70176（8番人気）
複勝票数 計1721730 的中 � 83313（9番人気）� 41859（11番人気）� 36777（12番人気）
枠連票数 計1011047 的中 （5－6） 13600（25番人気）
馬連票数 計4772278 的中 �� 14798（63番人気）
馬単票数 計1620740 的中 �� 2901（118番人気）
ワイド票数 計2452917 的中 �� 10207（63番人気）�� 8550（68番人気）�� 5716（83番人気）
3連複票数 計7973929 的中 ��� 2811（337番人気）
3連単票数 計9411621 的中 ��� 550（1910番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．0―49．9―1：02．5―1：14．6―1：27．0―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノティターン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2016．7．30 新潟1着

2013．5．5生 牡6黒鹿 母 マチカネチコウヨレ 母母 Alysbelle 9戦5勝 賞金 94，328，000円
〔制裁〕 サトノティターン号の騎手石橋脩は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

サンマルデューク号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 オルナ号・クロスケ号・コスモカナディアン号・ストライクイーグル号・タガノディグオ号・ヒロブレイブ号・

ローズプリンスダム号・ワークアンドラブ号
※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。

09024 3月24日 晴 良 （31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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

816 シアーライン 牡6鹿 57 戸崎 圭太吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B526± 01：11．5 2．8�
815 グッドヒューマー 牡5栗 57 宮崎 北斗ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 502± 0 〃 クビ 4．2�
510� ジャスパーウィン 牡4栗 57 F．ミナリク加藤 和夫氏 森 秀行 米 Spendthrift

Farm LLC 494－141：11．71	 6．1�
（独）

612 カフェライジング 牡7鹿 57 横山 和生西川 恭子氏 松永 幹夫 新ひだか 三石橋本牧場 494－161：11．8
 49．2�
47 アグネスエーデル 牡7鹿 57 藤岡 佑介渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 512－ 61：11．9クビ 38．9�
59 ト ッ カ ー タ 牡4黒鹿 57

56 ☆武藤 雅門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 6 〃 アタマ 62．1	
12 アーバンイェーガー 牡5黒鹿57 内田 博幸西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 508－ 21：12．0� 10．0

24 マイウェイアムール 牝4青鹿55 田辺 裕信田畑 利彦氏 林 徹 日高 モリナガファーム 470－ 81：12．1クビ 11．7�
36 � エタニティーワルツ 牡6黒鹿57 笹川 翼村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 502－ 4 〃 クビ 48．9�

（大井）

713 クリノレオノール 牝5鹿 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 470＋ 41：12．73
 371．3
611 フェリーチェ 牝4鹿 55

53 △菊沢 一樹�大樹ファーム 菊沢 隆徳 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 452＋ 41：12．91	 14．7�

48 スパイチャクラ 牝6黒鹿55 津村 明秀 Him Rock Racing
ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 460＋ 21：13．11	 55．3�

714 ニシノオリーブ 牝4青 55
52 ▲菅原 明良西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 460－ 21：13．31	 176．6�

23 � アストロローグ 4鹿 57
55 △野中悠太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 498＋ 41：13．61� 12．4�
35 アルマユディト 牝4黒鹿55 松岡 正海コウトミックレーシング 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 486－ 21：13．91� 41．1�
11 � サ リ ネ ロ 牝5黒鹿55 石橋 脩吉田 和美氏 中川 公成 米

Gaines－Gentry TBs, John
Hardy, Olin Gentry, Jude
Thompson & Thomas Gaine

B522± 01：17．4大差 26．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 71，388，400円 複勝： 88，007，400円 枠連： 49，646，700円
馬連： 163，029，400円 馬単： 64，908，300円 ワイド： 103，312，900円
3連複： 237，555，600円 3連単： 309，570，900円 計： 1，087，419，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 160円 � 200円 枠 連（8－8） 580円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 260円 �� 380円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 4，480円

票 数

単勝票数 計 713884 的中 � 198817（1番人気）
複勝票数 計 880074 的中 � 227527（1番人気）� 139577（2番人気）� 88757（3番人気）
枠連票数 計 496467 的中 （8－8） 66151（2番人気）
馬連票数 計1630294 的中 �� 217183（1番人気）
馬単票数 計 649083 的中 �� 44096（1番人気）
ワイド票数 計1033129 的中 �� 110439（1番人気）�� 68708（2番人気）�� 43713（4番人気）
3連複票数 計2375556 的中 ��� 140916（1番人気）
3連単票数 計3095709 的中 ��� 50062（1番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．4―12．1―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―34．1―46．2―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シアーライン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2016．1．24 中山2着

2013．3．29生 牡6鹿 母 ウインドヴェイン 母母 ラスリングカプス 18戦4勝 賞金 61，480，000円
〔その他〕 サリネロ号は，4コーナーで砂をかぶり前進気勢を欠いたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サリネロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 タイセイシュラーク号・バシレウスライオン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

４レース目



（31中山3）第2日 3月24日（日曜日） 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

246，360，000円
7，770，000円
20，160，000円
1，460，000円
29，020，000円
68，850，500円
4，614，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
542，660，000円
805，099，900円
301，749，400円
1，338，328，500円
571，767，400円
800，221，700円
1，949，125，500円
2，605，537，900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 8，914，490，300円

総入場人員 24，189名 （有料入場人員 22，113名）
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