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09037 3月31日 曇 稍重 （31中山3）第4日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時50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

815 オイシイナア 牝3鹿 54
53 ☆川又 賢治小田切有一氏 本間 忍 新冠 中地 康弘 460＋ 41：55．8 16．8�

24 ゴールドアクション 牝3鹿 54 大野 拓弥居城 寿与氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 480± 01：57．07 3．3�
23 ショーシンイ 牝3鹿 54 石川裕紀人吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 畠山牧場 484－ 61：57．21� 16．1�
48 チアフルローズ 牝3青鹿54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 454＋ 81：57．62� 7．6�
36 ブライトアクトレス 牝3栗 54 三浦 皇成岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田スタツド 496± 0 〃 ハナ 4．0�
12 モーンストルム 牝3鹿 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 438± 01：57．7� 4．4	
35 フ ィ ナ ル タ 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 小西ファーム 426＋ 41：58．55 46．9

59 ウインドカクテル 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良岡田 牧雄氏 和田 勇介 新ひだか 岡田スタツド 456－ 6 〃 ハナ 119．0�
47 ア オ カ チ 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎松田 整二氏 高柳 瑞樹 浦河 小島牧場 512－ 2 〃 クビ 175．4�
510 ショーテンシ 牝3鹿 54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 480 ―1：58．81� 28．9
612 セイカハルカゼ 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅久米 大氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 444＋ 81：58．9� 21．4�
713 ペシュウィズダム 牝3鹿 54 黛 弘人福原 晃氏 稲垣 幸雄 新ひだか 米田牧場 420－ 41：59．43 350．8�
714 トーヨークィーン 牝3鹿 54 横山 和生中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 460± 01：59．5� 228．6�
611 リーピングリーズン 牝3青鹿 54

53 ☆横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 奥村 武 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 486－ 62：00．03 10．7�
11 キョウエイパントル 牝3鹿 54 宮崎 北斗田中 晴夫氏 中川 公成 様似 スイートフアーム 418＋ 22：00．31� 241．5�
816 ジェイエルシップ 牝3栗 54 吉田 豊橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 442－ 62：01．57 111．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，550，500円 複勝： 40，416，400円 枠連： 13，428，000円
馬連： 61，169，800円 馬単： 29，871，600円 ワイド： 42，767，500円
3連複： 90，715，100円 3連単： 106，482，500円 計： 408，401，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 490円 � 160円 � 420円 枠 連（2－8） 2，490円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 8，130円

ワ イ ド �� 920円 �� 3，780円 �� 920円

3 連 複 ��� 14，860円 3 連 単 ��� 120，060円

票 数

単勝票数 計 235505 的中 � 11198（7番人気）
複勝票数 計 404164 的中 � 17810（7番人気）� 85532（1番人気）� 21324（6番人気）
枠連票数 計 134280 的中 （2－8） 4171（11番人気）
馬連票数 計 611698 的中 �� 16657（12番人気）
馬単票数 計 298716 的中 �� 2754（33番人気）
ワイド票数 計 427675 的中 �� 12142（11番人気）�� 2788（33番人気）�� 12149（10番人気）
3連複票数 計 907151 的中 ��� 4576（41番人気）
3連単票数 計1064825 的中 ��� 643（314番人気）

ハロンタイム 12．3―11．9―12．6―12．8―12．8―12．9―13．2―13．1―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．2―36．8―49．6―1：02．4―1：15．3―1：28．5―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．5
1
3
15（2，8，11）－14，3（10，6）5，16（4，9）13－7，12＝1
15，8（2，11）－（3，14）6（10，4）16，5，9－（7，13）－12，1

2
4

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

勝馬の
紹 介

オイシイナア �
�
父 サムライハート �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2018．10．14 新潟8着

2016．5．14生 牝3鹿 母 イカガデスカ 母母 マ ナ ー リ ー 6戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジェイエルシップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月30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〕 ペシュウィズダム号・ジェイエルシップ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月31日ま

で平地競走に出走できない。

09038 3月31日 曇 稍重 （31中山3）第4日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時20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

815 フォークアート 牝3栗 54
53 ☆横山 武史林 正道氏 武井 亮 新ひだか 服部 牧場 450± 01：12．1 4．7�

510 ロードソレイユ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 新開 幸一 様似 様似堀牧場 506± 01：13．69 1．7�
612 グレートリープ 牡3黒鹿56 武士沢友治伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 540＋ 61：13．7� 15．1�
713 ゼネラルヴィント 牡3黒鹿56 宮崎 北斗 �ジェネラルレーシング 伊藤 伸一 新冠 レジェンドファーム 512＋ 8 〃 ハナ 5．5�
714 モンサンスペラーレ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B464－ 21：13．8� 21．8�
23 ワンダースピリッツ 牝3青 54

52 △野中悠太郎 IHR 中舘 英二 新ひだか 田中 裕之 448＋ 61：13．9クビ 17．5	
611 セイカアミダイケ 牝3芦 54 三浦 皇成久米 大氏 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 424＋ 4 〃 同着 78．9

12 ミエノオルフェ 牝3鹿 54 柴田 善臣里見美惠子氏 宗像 義忠 日高 田端牧場 418－ 2 〃 クビ 17．2�
11 ダイユウブライアン 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也大友 靖岐氏 青木 孝文 浦河 今井 秀樹 430－ 41：14．64 374．8�
35 カシマヌアージ 牡3青鹿 56

55 ☆武藤 雅松浦 一久氏 伊藤 伸一 浦河 信成牧場 452－ 2 〃 クビ 188．4
36 タイガーストライプ 牡3芦 56 内田 博幸�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 468－ 21：14．81 140．9�
48 フルヒロブラック �3青鹿56 嘉藤 貴行古岡 宏仁氏 田中 清隆 平取 清水牧場 B452＋141：14．9� 142．9�
47 オールフォーワン 牡3鹿 56 丹内 祐次冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 464－ 4 〃 アタマ 52．2�
59 メイショウパンゲア 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子松本 好�氏 和田 勇介 浦河 浦河日成牧場 482－ 41：15．64 67．6�
24 クリノマレンゴ 牝3黒鹿 54

52 △菊沢 一樹栗本 博晴氏 蛯名 利弘 宮崎 橋口 幸一郎 426＋ 41：16．23� 339．2�
816 ナ ム カ ー ン 牝3鹿 54

51 ▲大塚 海渡大久保和夫氏 和田 雄二 日高 宝寄山 忠則 418－ 61：16．51� 436．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，785，200円 複勝： 57，553，600円 枠連： 13，887，500円
馬連： 58，885，600円 馬単： 35，483，900円 ワイド： 42，287，400円
3連複： 89，695，700円 3連単： 133，658，200円 計： 462，237，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 110円 � 230円 枠 連（5－8） 420円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 250円 �� 960円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 9，070円

票 数

単勝票数 計 307852 的中 � 51602（2番人気）
複勝票数 計 575536 的中 � 60479（3番人気）� 296163（1番人気）� 31516（5番人気）
枠連票数 計 138875 的中 （5－8） 25055（2番人気）
馬連票数 計 588856 的中 �� 97746（2番人気）
馬単票数 計 354839 的中 �� 24244（3番人気）
ワイド票数 計 422874 的中 �� 49008（2番人気）�� 9904（12番人気）�� 23987（4番人気）
3連複票数 計 896957 的中 ��� 35159（7番人気）
3連単票数 計1336582 的中 ��� 10680（27番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．5―12．1―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．1―46．2―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．0
3 ・（15，13）14（2，3）（6，7，12，10）－（1，9）（8，16）（4，5）11 4 15，13（2，3，14）10，12（6，7）1－（8，9）11（4，16，5）

勝馬の
紹 介

フォークアート �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2018．10．27 東京3着

2016．2．13生 牝3栗 母 ウインファンタジア 母母 ミナミノバレッツ 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムカーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月30日まで平地競走に

出走できない。
クリノマレンゴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月31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〕 ダイユウブライアン号・クリノマレンゴ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月31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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 イーパンサーパン号・シュンラン号・フクノナルボンヌ号・ブラックアマゾン号
（非抽選馬） 1頭 マイネルオニキス号

第３回 中山競馬 第４日



09039 3月31日 曇 稍重 （31中山3）第4日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走10時50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

713 キープオンゴーイン 牝3鹿 54 三浦 皇成飯田 正剛氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 486－ 61：35．5 2．5�
510 エ ス タ ジ 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 440± 01：36．03 3．3�
11 ゴールデンゾーン 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子星野 祐介氏 相沢 郁 日高 碧雲牧場 484－ 21：36．21� 5．3�
816 パラレルキャリア 牝3鹿 54 西村 太一 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436 ―1：36．51� 31．0�
48 ディオミーオ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 472＋10 〃 ハナ 152．4	
23 ベルキューティ 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 418－ 41：36．6	 5．5

47 ショウナンサジン 牡3黒鹿56 柴山 雄一国本 哲秀氏 田中 剛 洞
湖 レイクヴィラファーム 472± 0 〃 アタマ 68．4�
611 サトノプロミネント �3鹿 56 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 的場 均 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 2 〃 クビ 22．6�
815 パドゥバスク 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 494－ 61：36．81 116．2
24 ギ ニ ー 牡3鹿 56 田中 勝春中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 494－ 61：37．43	 34．1�
714 エンパワーメント �3鹿 56

54 △野中悠太郎吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 442＋10 〃 ハナ 107．7�
36 シゲルカイヤナイト 牝3鹿 54 黛 弘人森中 蕃氏 中野 栄治 日高 本間牧場 406－ 61：37．61� 84．2�
612 ラ テ ル ネ ラ 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良一村 哲也氏 高木 登 日高 高山牧場 430 ―1：37．7	 30．9�
12 シングンジゼル 牝3黒鹿54 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 416 ― 〃 アタマ 163．8�
35 フ ァ ウ ラ ー 牡3青鹿56 嶋田 純次永見 貴昭氏 加藤 和宏 新ひだか 本桐牧場 464＋121：38．33	 273．7�
59 ヒノキブタイ 牡3青 56

53 ▲木幡 育也江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 536＋ 41：39．25 388．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，604，700円 複勝： 46，500，000円 枠連： 14，591，900円
馬連： 68，690，000円 馬単： 38，456，600円 ワイド： 47，151，200円
3連複： 97，317，500円 3連単： 141，021，500円 計： 491，333，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（5－7） 450円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 190円 �� 260円 �� 280円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 1，700円

票 数

単勝票数 計 376047 的中 � 116346（1番人気）
複勝票数 計 465000 的中 � 122608（1番人気）� 104526（2番人気）� 67351（3番人気）
枠連票数 計 145919 的中 （5－7） 24643（1番人気）
馬連票数 計 686900 的中 �� 143421（1番人気）
馬単票数 計 384566 的中 �� 46109（1番人気）
ワイド票数 計 471512 的中 �� 72392（1番人気）�� 43111（3番人気）�� 38861（4番人気）
3連複票数 計 973175 的中 ��� 139102（1番人気）
3連単票数 計1410215 的中 ��� 60024（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．3―48．3―1：00．4―1：12．0―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

キープオンゴーイン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Orientate デビュー 2019．2．11 東京4着

2016．3．14生 牝3鹿 母 レディジョアン 母母 Oatsee 3戦1勝 賞金 7，900，000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 スマイルワールド号

09040 3月31日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（31中山3）第4日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時20分 （芝・ダート）

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

712 メイショウタンヅツ 牡5鹿 60 佐久間寛志松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 468－ 63：11．4 3．0�
11 ナリノレーヴドール 牡4鹿 59 金子 光希成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 460± 03：11．61� 8．4�
22 タガノエスプレッソ 牡7鹿 60 平沢 健治八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460－ 63：12．66 6．7�
34 キールコネクション 牡7栗 60 蓑島 靖典水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B476± 03：12．91� 12．7�
46 ホウオウカーニバル 牡4鹿 59 江田 勇亮小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 462－ 23：13．53� 162．9�
711 キングドラゴン �6鹿 60 五十嵐雄祐窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B540＋143：13．81� 12．1�
814	 ワンダープレジール 牡7黒鹿60 植野 貴也山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか フクダファーム 466＋ 43：14．01� 3．0	
813 オースミベリル 牡5栗 60 熊沢 重文
オースミ 荒川 義之 浦河 
川 啓一 478－ 43：14．1� 14．5�
69 ユイノシンドバッド 牡4青鹿59 大江原 圭由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 514－ 83：14．84 36．1�
33 コスモターンブルー 牡4青 59 浜野谷憲尚 ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム 522－ 63：16．8大差 43．8�
57 	 マリノパシフィカス 牝5黒鹿58 上野 翔矢野まり子氏 松永 康利 日高 広富牧場 450＋203：17．33 191．7�
45 ラニカイシチー 牡5鹿 60 草野 太郎 
友駿ホースクラブ 中野 栄治 新冠 パカパカ

ファーム 474－ 43：17．72� 49．6�
610 ソウラセブン 牝4青鹿57 原田 和真村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト

クラブ 450＋103：19．18 261．0�
58 グランソード 牡4青鹿59 難波 剛健ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 562± 03：19．31� 85．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，181，100円 複勝： 29，773，800円 枠連： 14，797，400円
馬連： 48，462，200円 馬単： 26，556，400円 ワイド： 34，919，300円
3連複： 77，307，400円 3連単： 107，479，000円 計： 363，476，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 190円 � 260円 枠 連（1－7） 1，080円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 460円 �� 670円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 14，640円

票 数

単勝票数 計 241811 的中 � 62946（2番人気）
複勝票数 計 297738 的中 � 58247（2番人気）� 41288（3番人気）� 24617（6番人気）
枠連票数 計 147974 的中 （1－7） 10543（5番人気）
馬連票数 計 484622 的中 �� 30165（3番人気）
馬単票数 計 265564 的中 �� 10417（4番人気）
ワイド票数 計 349193 的中 �� 20684（3番人気）�� 13320（7番人気）�� 7719（13番人気）
3連複票数 計 773074 的中 ��� 16220（9番人気）
3連単票数 計1074790 的中 ��� 5320（40番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 51．3－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウタンヅツ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Belong to Me デビュー 2016．10．2 阪神9着

2014．3．26生 牡5鹿 母 ペガサスゴールド 母母 ディスクオブゴールド 障害：9戦1勝 賞金 25，280，000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 カムイ号・コスモバーダン号



09041 3月31日 曇 稍重 （31中山3）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12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

11 フーズサイド 牡3黒鹿56 武士沢友治西森 鶴氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 466＋ 41：56．8 3．5�
35 ジェイケイエース 牡3鹿 56 内田 博幸小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 534＋ 2 〃 アタマ 8．3�
713 マイネルイヴィンス 牡3栗 56 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 508± 01：56．9� 2．8�
48 ラブミフォーエバー 牡3芦 56 大野 拓弥村田 哲朗氏 勢司 和浩 新ひだか 桜井牧場 456± 01：57．22 26．7�
36 ト ゥ ル ボ ー 牡3栗 56

55 ☆武藤 雅�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社
ノースヒルズ B484－ 21：57．3クビ 8．9�

510 ペイシャニンフ 牝3栗 54
51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 様似 林 時春 486＋ 41：57．61� 68．9	

714 テンプテーション 牡3鹿 56 松岡 正海嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 岡田牧場 466－ 61：58．02� 8．7

59 ベルウッドカザン 牡3黒鹿56 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 484－141：58．1クビ 51．0�
24 ファイナルマズル 牡3鹿 56 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 478－ 61：58．2� 32．0�
815 ジムマシーン 牡3栗 56

54 △野中悠太郎臼井義太郎氏 清水 英克 新冠 細川農場 488＋ 22：00．8大差 233．8
23 サマーアイランド 牡3青 56

53 ▲藤田菜七子�酒井牧場 奥村 武 浦河 酒井牧場 514－ 22：01．33 14．3�
612 エ リ ジ ウ ム 	3鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 松永 康利 新ひだか 漆原 武男 476－ 22：01．4� 215．8�
611 ミヤビアーク 牡3鹿 56 吉田 豊村上 義勝氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 470－ 22：02．78 100．7�
47 チュウワエンペラー 牡3栗 56

53 ▲菅原 明良中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 順一 500± 02：02．91 43．2�
12 アルバルダー 牡3黒鹿56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 松山 将樹 浦河 ディアレスト

クラブ 488 ―2：06．5大差 113．1�
816 ニシノオウキ 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 巧也西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 中央牧場 472－ 8 （競走中止） 20．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，626，000円 複勝： 53，303，300円 枠連： 21，431，300円
馬連： 74，869，000円 馬単： 37，216，900円 ワイド： 56，242，300円
3連複： 112，776，700円 3連単： 149，422，500円 計： 537，888，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 200円 � 120円 枠 連（1－3） 720円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 430円 �� 200円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 7，750円

票 数

単勝票数 計 326260 的中 � 73075（2番人気）
複勝票数 計 533033 的中 � 119489（2番人気）� 48094（5番人気）� 138647（1番人気）
枠連票数 計 214313 的中 （1－3） 22934（3番人気）
馬連票数 計 748690 的中 �� 36409（6番人気）
馬単票数 計 372169 的中 �� 12343（6番人気）
ワイド票数 計 562423 的中 �� 30393（3番人気）�� 83264（1番人気）�� 27815（6番人気）
3連複票数 計1127767 的中 ��� 72908（3番人気）
3連単票数 計1494225 的中 ��� 13972（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．5―50．9―1：03．8―1：16．6―1：29．7―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．2
1
3
・（3，4）7（14，11）10，16，6（9，13）－8，15，2，5（12，1）・（3，4，6）（14，13）（10，8，7，11）5－1－9－15－12－2＝16

2
4

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

勝馬の
紹 介

フーズサイド �
�
父 シビルウォー �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2018．9．15 中山6着

2016．3．31生 牡3黒鹿 母 キスショット 母母 キ ュ ー 9戦1勝 賞金 14，250，000円
〔競走中止〕 ニシノオウキ号は，競走中に疾病〔左第3中手骨々折〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
〔制裁〕 フーズサイド号の騎手武士沢友治は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）

フーズサイド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）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミヤビアーク号・チュウワエンペラー号・アルバルダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成31年4月30日まで平地競走に出走できない。

09042 3月31日 曇 稍重 （31中山3）第4日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時40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
1：30．7
1：30．7

良
良

810 インテンスライト 牡3鹿 56
54 △菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 486－ 61：35．0 4．8�

77 ブ ー ザ ー 牡3青鹿56 石川裕紀人金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 504－ 41：35．31� 3．3�

78 カ ル リ ー ノ 牡3鹿 56 勝浦 正樹 �Gリビエール・
レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 502＋ 2 〃 アタマ 3．4�

66 ガ イ セ ン 牡3鹿 56 大野 拓弥中村 智幸氏 岩戸 孝樹 新ひだか 小河 豊水 422± 01：35．51� 16．0�
22 マジェスティゲート 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 平取 清水牧場 472＋ 41：35．7� 16．3�
89 ポ リ ア ン サ 牝3栗 54 石橋 脩佐藤 壽男氏 木村 哲也 洞	湖 レイクヴィラファーム 464＋ 41：36．02 5．0	
11 ヘリンヌリング 牝3青 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 81：36．1クビ 122．8

44 ビームフラッシュ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか タガミファーム 450＋ 41：36．31� 173．3�
33 
 ジャスパージャック 牡3鹿 56 内田 博幸加藤 和夫氏 森 秀行 米 Camas

Park Stud 510± 01：36．4� 9．0�
55 イエローナイフ 牡3青 56 松岡 正海ミルファーム 南田美知雄 日高 シンボリ牧場 456± 01：37．14 175．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 46，489，100円 複勝： 48，068，600円 枠連： 15，647，200円
馬連： 77，936，500円 馬単： 43，986，800円 ワイド： 50，847，400円
3連複： 97，513，400円 3連単： 183，418，400円 計： 563，907，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 120円 � 120円 枠 連（7－8） 240円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 350円 �� 280円 �� 190円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 5，590円

票 数

単勝票数 計 464891 的中 � 76268（3番人気）
複勝票数 計 480686 的中 � 71584（4番人気）� 105240（2番人気）� 107910（1番人気）
枠連票数 計 156472 的中 （7－8） 50343（1番人気）
馬連票数 計 779365 的中 �� 54736（5番人気）
馬単票数 計 439868 的中 �� 14200（10番人気）
ワイド票数 計 508474 的中 �� 32603（5番人気）�� 44902（3番人気）�� 76507（1番人気）
3連複票数 計 975134 的中 ��� 108427（2番人気）
3連単票数 計1834184 的中 ��� 23768（16番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．8―12．1―12．2―11．7―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．8―47．9―1：00．1―1：11．8―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

インテンスライト �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 French Deputy デビュー 2018．9．16 中山4着

2016．2．15生 牡3鹿 母 スコルピオンキッス 母母 Stinger 6戦2勝 賞金 15，300，000円



09043 3月31日 曇 稍重 （31中山3）第4日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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

66 グレンマクナス 牡5鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 530＋161：53．9 6．4�
33 リフトトゥヘヴン 牡5鹿 57

56 ☆横山 武史丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 486± 01：55．17 3．4�
77 アポロプリンセス 牝4栗 55

54 ☆木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新冠 山岡ファーム B484＋ 41：55．41� 11．8�
810 シ ー ル ー ト �4鹿 57 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 4 〃 クビ 37．0�
44 � ランニングウインド 牡5鹿 57 三浦 皇成島川 �哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 486± 01：55．71� 4．1	
11 リキサンゴルト 牡4鹿 57 柴山 雄一 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 500± 01：56．12	 30．9

89 エグジットラック 牡5栗 57 江田 照男戸賀 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 508± 01：56．73	 6．5�
78 � ブレイブウォリアー 牡5青鹿57 武士沢友治谷口 祐人氏 小桧山 悟 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B486－ 41：56．8クビ 60．8�
55 ユイノチョッパー 牡4黒鹿57 大野 拓弥由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B504＋ 8 〃 クビ 4．2
22 � クリノオスマン �5栗 57

55 △菊沢 一樹栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 460＋ 81：57．54 49．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 36，718，100円 複勝： 42，336，200円 枠連： 13，654，900円
馬連： 74，490，600円 馬単： 39，615，600円 ワイド： 48，889，000円
3連複： 97，795，300円 3連単： 159，004，100円 計： 512，503，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 140円 � 330円 枠 連（3－6） 1，390円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，410円 �� 790円

3 連 複 ��� 5，750円 3 連 単 ��� 27，900円

票 数

単勝票数 計 367181 的中 � 45525（4番人気）
複勝票数 計 423362 的中 � 45320（5番人気）� 102242（1番人気）� 26401（6番人気）
枠連票数 計 136549 的中 （3－6） 7587（7番人気）
馬連票数 計 744906 的中 �� 42820（6番人気）
馬単票数 計 396156 的中 �� 11599（11番人気）
ワイド票数 計 488890 的中 �� 29184（5番人気）�� 8398（16番人気）�� 15632（10番人気）
3連複票数 計 977953 的中 ��� 12741（20番人気）
3連単票数 計1590041 的中 ��� 4131（93番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―38．1―50．8―1：03．3―1：15．8―1：28．1―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレンマクナス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2017．2．26 阪神3着

2014．3．2生 牡5鹿 母 ラ ラ ア 母母 Rose of Summer 15戦2勝 賞金 28，147，000円

09044 3月31日 晴 良 （31中山3）第4日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時40分 （芝・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 925，000
925，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

55 ヒシヴィクトリー 牡4黒鹿 57
56 ☆木幡 巧也阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 482－ 62：02．4 2．4�

44 ライトカラカゼ 牡4鹿 57 吉田 豊星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 472＋ 42：02．61� 4．0�
33 ブルースカイハーツ 牡5黒鹿57 嶋田 純次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 450＋102：03．13 16．9�
11 	 ラッキーアドバンス 牡5芦 57 武士沢友治柳内 正基氏 勢司 和浩 新ひだか グランド牧場 490－ 22：03．31� 32．4�
77 プランスシャルマン 牡6栗 57 三浦 皇成村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 466－ 8 〃 同着 17．0�
22 タイプムーン 牝4黒鹿55 宮崎 北斗 	コスモヴューファーム 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 466＋ 62：03．4クビ 52．9

89 ハギノカエラ 牝6栗 55 石橋 脩安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 412－ 4 〃 アタマ 7．3�
78 エールグリーツ 牝4青 55 大野 拓弥 	社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 428＋102：03．61� 3．8�
810 ラントシャフト 牝5栗 55 丹内 祐次 �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 460± 0 〃 アタマ 198．0
66 	 ラントカルテ 牡4鹿 57 津村 明秀�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－192：04．34 40．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 43，526，900円 複勝： 48，872，200円 枠連： 13，989，200円
馬連： 83，008，300円 馬単： 44，261，100円 ワイド： 51，030，900円
3連複： 103，681，800円 3連単： 181，846，300円 計： 570，216，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 150円 � 290円 枠 連（4－5） 430円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 210円 �� 470円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 3，560円

票 数

単勝票数 計 435269 的中 � 142416（1番人気）
複勝票数 計 488722 的中 � 140449（1番人気）� 87977（2番人気）� 28315（6番人気）
枠連票数 計 139892 的中 （4－5） 24821（2番人気）
馬連票数 計 830083 的中 �� 159488（1番人気）
馬単票数 計 442611 的中 �� 48609（1番人気）
ワイド票数 計 510309 的中 �� 72534（1番人気）�� 25413（6番人気）�� 18275（9番人気）
3連複票数 計1036818 的中 ��� 70985（3番人気）
3連単票数 計1818463 的中 ��� 36998（6番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―13．0―12．5―12．5―12．1―12．0―11．8―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．2―38．2―50．7―1：03．2―1：15．3―1：27．3―1：39．1―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒシヴィクトリー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Touch Gold デビュー 2018．1．7 中山7着

2015．4．20生 牡4黒鹿 母 ヒシワンスモア 母母 Hishi Natalie 9戦2勝 賞金 23，882，000円



09045 3月31日 晴 良 （31中山3）第4日 第9競走 ��
��2，500�

あ わ

安 房 特 別
発走14時15分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，30．3．31以降31．3．24まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

11 マイネルヴンシュ 牡5鹿 57．5 柴田 大知 �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 462－102：34．9 1．7�

810 シャリオヴァルト �6鹿 54 三浦 皇成前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454＋ 62：35．22 13．8�

78 ミルトプレスト 牡5鹿 56 柴田 善臣永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 502＋ 6 〃 クビ 5．8�
22 マ ス ラ オ �5栗 54 武藤 雅 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 434－102：35．51� 19．0�
55 ブラックオニキス 牝5青鹿54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 442＋ 8 〃 ハナ 14．2�
66 	 ハ ナ ザ カ リ 牝4黒鹿52 江田 照男岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田牧場 490＋ 8 〃 ハナ 10．1	
44 コスモアルヘナ 牡7青鹿52 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 482＋ 22：35．7� 120．1�
89 ナ ム ラ マ ル 牡5鹿 55 内田 博幸奈村 信重氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 530＋142：35．8� 5．2�
33 ビオラフォーエバー �8栗 50 川又 賢治熊澤 浩樹氏 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド 474＋142：37．18 155．2

（9頭）
77 
 バ リ ン グ ラ �5鹿 56 石橋 脩 
キャロットファーム 堀 宣行 愛 Barron-

stown Stud ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 49，467，500円 複勝： 88，630，600円 枠連： 17，265，800円
馬連： 97，036，700円 馬単： 59，168，900円 ワイド： 60，803，000円
3連複： 125，941，200円 3連単： 287，140，400円 計： 785，454，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 190円 � 140円 枠 連（1－8） 320円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 410円 �� 190円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 6，260円

票 数

単勝票数 計 494675 的中 � 229132（1番人気）
複勝票数 計 886306 的中 � 509189（1番人気）� 54558（4番人気）� 93911（2番人気）
枠連票数 計 172658 的中 （1－8） 41490（1番人気）
馬連票数 計 970367 的中 �� 55073（7番人気）
馬単票数 計 591689 的中 �� 25217（8番人気）
ワイド票数 計 608030 的中 �� 34905（7番人気）�� 98954（1番人気）�� 19638（10番人気）
3連複票数 計1259412 的中 ��� 63558（6番人気）
3連単票数 計2871404 的中 ��� 33236（20番人気）

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

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―19．1―31．2―43．3―56．6―1：10．1―1：22．6―1：35．1―1：46．4―1：57．5―2：09．4―2：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」 上り4F48．5―3F37．4
1
�
6，3（2，8）5，4，10（9，1）・（6，8，9）3（2，4，5，1）10

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

勝馬の
紹 介

マイネルヴンシュ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．11．12 東京4着

2014．5．3生 牡5鹿 母 マイネシャローナ 母母 ザ ナ ッ ク 14戦4勝 賞金 81，943，000円
〔出走取消〕 バリングラ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。

09046 3月31日 晴 良 （31中山3）第4日 第10競走 ��
��1，800�

ふくりゅう

伏竜ステークス
発走14時50分 （ダート・右）
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1，400万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

88 デアフルーグ 牡3鹿 56 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 504－ 21：53．2 1．6�
77 マスターフェンサー 牡3栗 56 内田 博幸吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 468－121：53．41	 11．9�
44 ラインカリーナ 牝3栃栗54 武藤 雅大澤 繁昌氏 武藤 善則 浦河 日進牧場 474± 01：53．93 30．4�
55 ブラックウォーリア 牡3鹿 56 三浦 皇成佐藤 範夫氏 西村 真幸 浦河 酒井牧場 504＋ 61：54．64 32．9�
33 ノーヴァレンダ 牡3黒鹿57 石橋 脩 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 528＋ 2 〃 クビ 2．8�
22 ナンヨーイザヨイ 牡3黒鹿56 柴田 善臣中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 466－ 61：54．7
 36．0	
66 ゴールドラグーン 牡3栗 56 古川 吉洋吉田 晴哉氏 斉藤 崇史 安平 追分ファーム 510＋ 2 〃 ハナ 17．9

11 キ ャ メ ロ ン 牡3鹿 56 大野 拓弥川勝 裕之氏 今野 貞一 新ひだか 今 牧場 484－ 61：54．9
 16．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 82，813，600円 複勝： 179，353，300円 枠連： 発売なし
馬連： 154，486，600円 馬単： 99，710，800円 ワイド： 76，905，000円
3連複： 165，641，700円 3連単： 485，298，200円 計： 1，244，209，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 220円 � 510円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 330円 �� 790円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 9，180円

票 数

単勝票数 計 828136 的中 � 400710（1番人気）
複勝票数 計1793533 的中 � 1301738（1番人気）� 72247（3番人気）� 24274（8番人気）
馬連票数 計1544866 的中 �� 171737（2番人気）
馬単票数 計 997108 的中 �� 86797（3番人気）
ワイド票数 計 769050 的中 �� 67449（2番人気）�� 24137（10番人気）�� 9134（20番人気）
3連複票数 計1656417 的中 ��� 34393（12番人気）
3連単票数 計4852982 的中 ��� 38311（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．0―50．8―1：03．0―1：15．2―1：27．6―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．0
1
3
6，4（3，5）（1，2）－（7，8）・（6，4）5（3，2）－（1，8）－7

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

勝馬の
紹 介

デアフルーグ �

父 ベ ー カ バ ド �


母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．12．2 中山1着

2016．5．2生 牡3鹿 母 パイクーニャン 母母 パ イ ア ン 3戦3勝 賞金 35，553，000円

２レース目



09047 3月31日 晴 良 （31中山3）第4日 第11競走 ��
��1，200�

ふなばし

船橋ステークス
発走15時30分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

船橋市長賞（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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

34 ライトオンキュー 牡4鹿 57 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512＋121：08．7 3．6�

22 オデュッセウス �6鹿 57 野中悠太郎ユアストーリー 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 500＋161：08．91	 53．3�
711 ショウナンアエラ 牡5黒鹿57 大野 拓弥国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 B488± 0 〃 クビ 7．3�
57 イサチルホープ 牡7栗 57 石川裕紀人小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 486＋ 21：09．0
 5．9�
813 アイファープリティ 牝6鹿 55 内田 博幸中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 448－14 〃 ハナ 45．7�
45 ボーダーオブライフ 牡5鹿 57 横山 武史�レッドマジック金成 貴史 千歳 社台ファーム 488－ 4 〃 ハナ 6．6	
712� コパノディール 牝6黒鹿55 武藤 雅小林 照弘氏 武藤 善則 むかわ 市川牧場 440± 0 〃 ハナ 27．4

46 タケショウベスト 牝5鹿 55 蛯名 正義�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 474－ 21：09．1クビ 13．3�
610 レーヴムーン 牡6黒鹿57 津村 明秀ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 476－ 6 〃 アタマ 8．6
58 ダイトウキョウ 牡7鹿 57 三浦 皇成市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 470＋ 2 〃 クビ 5．2�
11 パーリオミノル 牝6鹿 55 丸田 恭介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 460－ 61：09．2アタマ 23．9�
69 ブ ロ ワ 牝6黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 488＋ 61：09．3 63．3�
814 フクノグローリア 牝7黒鹿55 丹内 祐次福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 476－ 61：09．4
 138．2�

（13頭）
33 フ レ ッ チ ア 牡4青鹿57 石橋 脩�橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 62，757，600円 複勝： 80，587，900円 枠連： 60，460，600円
馬連： 257，351，000円 馬単： 102，744，400円 ワイド： 125，696，100円
3連複： 365，335，000円 3連単： 509，291，800円 計： 1，564，224，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 190円 � 1，290円 � 270円 枠 連（2－3） 9，380円

馬 連 �� 12，200円 馬 単 �� 18，360円

ワ イ ド �� 3，510円 �� 530円 �� 7，040円

3 連 複 ��� 27，760円 3 連 単 ��� 144，230円

票 数

単勝票数 差引計 627576（返還計 4242） 的中 � 136500（1番人気）
複勝票数 差引計 805879（返還計 5774） 的中 � 136324（2番人気）� 12660（11番人気）� 79271（6番人気）
枠連票数 差引計 604606（返還計 1272） 的中 （2－3） 4994（24番人気）
馬連票数 差引計2573510（返還計 34547） 的中 �� 16337（32番人気）
馬単票数 差引計1027444（返還計 14328） 的中 �� 4196（55番人気）
ワイド票数 差引計1256961（返還計 12485） 的中 �� 8852（38番人気）�� 66023（4番人気）�� 4367（49番人気）
3連複票数 差引計3653350（返還計 79100） 的中 ��� 9869（77番人気）
3連単票数 差引計5092918（返還計129393） 的中 ��� 2560（394番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．5―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―45．5―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．7
3 9，11（1，2）（6，4，7）12，5（13，14，10）－8 4 9（11，2）（1，4）6（5，12，7）（13，10）（14，8）

勝馬の
紹 介

ライトオンキュー �
�
父 Shamardal �

�
母父 Raven’s Pass デビュー 2017．11．5 京都3着

2015．4．22生 牡4鹿 母 グレイトタイミング 母母 Rumors Are Flying 10戦4勝 賞金 50，931，000円
〔出走取消〕 フレッチア号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。

09048 3月31日 晴 良 （31中山3）第4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

23 ハングリーベン 牡5鹿 57 丹内 祐次石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 446＋ 21：11．4 11．3�
612 クリムゾンバローズ �6栗 57 石川裕紀人猪熊 広次氏 尾形 和幸 新冠 須崎牧場 518－121：11．5� 30．8�
714 アルーアキャロル �6栗 57 津村 明秀 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 506＋12 〃 アタマ 3．4�
36 ギ ン ゴ ー 牡6鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 B490－ 4 〃 ハナ 60．8�
35 カレイドスコープ 牝4鹿 55 石橋 脩�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 本桐牧場 484± 01：11．71� 30．4�
11 レッドアネラ 牝4鹿 55

52 ▲菅原 明良 	東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 490－ 21：11．8� 2．6

815 ハーモニーライズ 牡4黒鹿57 大野 拓弥日下部勝德氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 494－ 8 〃 ハナ 10．5�
59 ダイワスキャンプ �7鹿 57

55 △野中悠太郎大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 440± 01：11．9クビ 11．1�
713 ボクノナオミ 牝7鹿 55

53 △菊沢 一樹塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 488－10 〃 アタマ 23．9
12 タイセイシュラーク 牡4黒鹿57 田中 勝春田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 柏木 一則 480± 01：12．0	 136．5�
48 リチュアルローズ 牝6鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 476＋ 41：12．1クビ 29．9�
47 トロピカルスパート 牝5栗 55 吉田 豊日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 504＋ 4 〃 クビ 30．9�
816
 スズカプリオール 牡8鹿 57

54 ▲木幡 育也永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 500± 01：12．2クビ 301．5�
24 シゲルコング 牡5鹿 57 嘉藤 貴行森中 蕃氏 田中 清隆 新ひだか 増本 良孝 508± 01：12．3	 46．1�
611 ウサギノダンス 牡4黒鹿57 江田 照男桐谷 敏子氏 南田美知雄 浦河 大道牧場 490＋ 2 〃 ハナ 11．4�
510 キョウエイスコール 牡6栗 57

54 ▲大塚 海渡田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 500± 01：12．4� 204．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 107，577，800円 複勝： 125，198，600円 枠連： 58，172，400円
馬連： 239，372，200円 馬単： 102，999，400円 ワイド： 157，864，700円
3連複： 368，381，300円 3連単： 480，647，000円 計： 1，640，213，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 330円 � 710円 � 180円 枠 連（2－6） 3，900円

馬 連 �� 12，890円 馬 単 �� 22，820円

ワ イ ド �� 3，690円 �� 850円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 12，370円 3 連 単 ��� 110，730円

票 数

単勝票数 計1075778 的中 � 75514（5番人気）
複勝票数 計1251986 的中 � 93144（5番人気）� 37663（11番人気）� 229397（2番人気）
枠連票数 計 581724 的中 （2－6） 11541（18番人気）
馬連票数 計2393722 的中 �� 14391（39番人気）
馬単票数 計1029994 的中 �� 3384（68番人気）
ワイド票数 計1578647 的中 �� 10623（42番人気）�� 49353（8番人気）�� 32703（12番人気）
3連複票数 計3683813 的中 ��� 22332（39番人気）
3連単票数 計4806470 的中 ��� 3147（361番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―11．9―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―46．1―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハングリーベン �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2016．7．2 福島11着

2014．4．12生 牡5鹿 母 サマーコード 母母 スーパーラヴァー 14戦3勝 賞金 46，278，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔制裁〕 アルーアキャロル号の騎手津村明秀は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）
※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 ミスパイロ号

４レース目



（31中山3）第4日 3月31日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 154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

213，720，000円
7，710，000円
19，440，000円
1，010，000円
23，570，000円
62，257，500円
4，818，800円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
578，098，100円
840，594，500円
257，326，200円
1，295，758，500円
660，072，400円
795，403，800円
1，792，102，100円
2，924，709，900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 9，144，065，500円

総入場人員 23，460名 （有料入場人員 21，531名）
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