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08025 3月17日 晴 稍重 （30中京2）第3日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走9時50分 （芝・左）
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
1：06．7
1：06．5

良
良

47 フェールデュビアン 牝3鹿 54 中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 454－ 61：10．1 8．7�

713 ドリームジャンボ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 田中 剛 新冠 ヒカル牧場 460－ 81：10．84 44．8�
35 クラウンチャンプ 牡3鹿 56 荻野 琢真矢野 恭裕氏 梅田 智之 日高 クラウン日高牧場 476－ 21：10．9クビ 17．0�
36 ミヤビチーター 牡3鹿 56 丸山 元気村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 静内白井牧場 466－ 41：11．0� 6．6�
48 セレブレーション 牝3鹿 54 田辺 裕信髙嶋 祐子氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 410－ 61：11．1� 91．3	
714 ブライトキャンバス 牝3栗 54 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 2 〃 クビ 185．2

11 トモジャクアルト 牡3芦 56 中谷 雄太吉冨 朝美氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 492－ 2 〃 アタマ 3．0�
818 センショウユウト 牡3鹿 56 菱田 裕二川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 476± 01：11．2� 6．2�
817 マイティスピリット 牡3鹿 56 北村 友一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 442＋ 61：11．51� 3．9
612 ミ ス ジ ー ナ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也長塩 豊氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 400± 0 〃 クビ 72．6�
816 カレンヒップスター 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗鈴木 隆司氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 454＋ 21：11．6� 20．4�
510 クールキッズ 牝3栗 54

53 ☆荻野 極川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 久井牧場 488－ 61：11．7クビ 45．4�
12 ウインサジェス 牡3黒鹿56 津村 明秀�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 436± 0 〃 アタマ 86．3�
23 グリッシーニ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希�BijouRacing 天間 昭一 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 390－341：11．8� 263．5�

611 ジ ェ ネ ラ ル 	3栗 56 松若 風馬 �カナヤマホール
ディングス 森田 直行 日高 豊洋牧場 456＋ 41：12．0� 262．0�

24 ヴェスティージ 牝3鹿 54 藤岡 康太ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 402－141：12．42� 181．7�

59 フォーティチュード 牡3鹿 56 戸崎 圭太ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482 ―1：13．03� 32．1�

715 マコトスクラリキ 牝3青 54 丸田 恭介�ディアマント 
島 一歩 安平 ノーザンファーム 420－ 41：13．53 260．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 17，132，400円 複勝： 30，686，500円 枠連： 11，057，400円
馬連： 33，092，300円 馬単： 16，154，100円 ワイド： 26，089，800円
3連複： 50，067，800円 3連単： 56，414，000円 計： 240，694，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 360円 � 1，330円 � 580円 枠 連（4－7） 11，880円

馬 連 �� 17，920円 馬 単 �� 33，650円

ワ イ ド �� 4，780円 �� 1，740円 �� 4，480円

3 連 複 ��� 75，860円 3 連 単 ��� 263，870円

票 数

単勝票数 計 171324 的中 � 15651（5番人気）
複勝票数 計 306865 的中 � 24791（5番人気）� 5580（10番人気）� 13837（6番人気）
枠連票数 計 110574 的中 （4－7） 721（21番人気）
馬連票数 計 330923 的中 �� 1431（36番人気）
馬単票数 計 161541 的中 �� 360（73番人気）
ワイド票数 計 260898 的中 �� 1394（41番人気）�� 3939（17番人気）�� 1488（36番人気）
3連複票数 計 500678 的中 ��� 495（137番人気）
3連単票数 計 564140 的中 ��� 155（552番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―11．5―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．7―46．2―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．4
3 7（10，13）6（8，14）（5，11）（1，18）12，16（3，9，15）（2，4，17） 4 7（10，13）6，8（5，14）（1，11）（3，12，18）（9，16）（2，17，15）4

勝馬の
紹 介

フェールデュビアン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 アラムシャー デビュー 2017．10．1 阪神3着

2015．3．26生 牝3鹿 母 フェールクークー 母母 ウッディークー 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マコトスクラリキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月17日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 デルマミモザ号

08026 3月17日 晴 稍重 （30中京2）第3日 第2競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （芝・左）

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
2：09．9
2：09．9

良
良

610 ダブルフラット 牡3黒鹿56 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 494－ 62：17．1 2．7�

611 アールスター 牡3鹿 56 松若 風馬貝本 隆三氏 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 500± 02：17．42 36．0�
22 デクレアラー 牡3栗 56 川田 将雅�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 22：18．35 3．6�
814 スズカノロッソ 牡3鹿 56 田辺 裕信永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 486－ 6 〃 クビ 3．2�
35 ウォーターエルピス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 518－ 22：18．4� 16．8�
47 サ イ ン 牡3芦 56 藤岡 康太�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ B472＋ 82：18．82� 54．7	
46 カズグレゴリオ 牡3栗 56

55 ☆荻野 極合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 462＋ 42：19．0� 61．8

23 ナ タ ー シ ャ 牝3青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466－ 42：19．21� 488．5�
34 イペルラーニオ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 矢作 芳人 新冠 コスモヴューファーム 476± 02：19．3� 7．3
59 ソールライト 牡3芦 56 菱田 裕二畑佐 博氏 角田 晃一 新ひだか 沖田 博志 502－162：19．4クビ 26．6�
11 エメラルドプラバ 牝3栗 54 荻野 琢真�大樹ファーム 寺島 良 浦河 大樹ファーム 446－ 22：19．72 616．6�
713 ファーマフローラ 牝3青鹿54 丸田 恭介中西 功氏 谷原 義明 日高 高山牧場 424－ 82：19．91� 419．8�
712 クリノザビエル 牡3黒鹿 56

53 ▲富田 暁栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 418＋ 22：20．0� 306．7�
815 インペリオーソ 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 巧也吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 B462－ 62：20．21� 691．5�
58 ハンゲキノノロシ 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史福田 光博氏 和田 雄二 むかわ ヤマイチ牧場 452－ 22：20．3� 374．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，044，600円 複勝： 27，141，300円 枠連： 8，075，700円
馬連： 31，641，100円 馬単： 15，895，700円 ワイド： 22，372，300円
3連複： 45，158，300円 3連単： 56，457，900円 計： 228，786，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 470円 � 140円 枠 連（6－6） 3，970円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 5，420円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 210円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 22，190円

票 数

単勝票数 計 220446 的中 � 63337（1番人気）
複勝票数 計 271413 的中 � 63027（1番人気）� 9291（7番人気）� 60908（2番人気）
枠連票数 計 80757 的中 （6－6） 1574（11番人気）
馬連票数 計 316411 的中 �� 6444（12番人気）
馬単票数 計 158957 的中 �� 2197（18番人気）
ワイド票数 計 223723 的中 �� 4291（13番人気）�� 34994（1番人気）�� 3329（16番人気）
3連複票数 計 451583 的中 ��� 9467（10番人気）
3連単票数 計 564579 的中 ��� 1844（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―25．0―37．3―50．9―1：04．4―1：17．6―1：29．6―1：42．1―1：53．8―2：05．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダブルフラット �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．1．28 京都10着

2015．3．3生 牡3黒鹿 母 ア ガ ル タ 母母 ブロードアピール 3戦1勝 賞金 7，000，000円

第２回 中京競馬 第３日



08027 3月17日 晴 稍重 （30中京2）第3日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （ダート・左）

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
1：10．0
1：08．7

重
重

11 ロイズブルー 牝3黒鹿 54
51 ▲川又 賢治山崎 泰博氏 池添 学 日高 新井 弘幸 460－ 41：12．8 9．5�

815 メイショウテツワン 牡3鹿 56 岩田 康誠松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 492－ 21：12．9� 1．4�
510 カフジフェニックス 牡3芦 56

55 ☆荻野 極加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 464＋ 21：13．21� 10．3�
48 マコトキッショウ 牡3芦 56 福永 祐一�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 454－ 21：14．05 9．3�
713 ミ テ ル テ 牝3鹿 54 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 日高 モリナガファーム 452－121：14．95 120．4	
23 ベ リ ッ シ マ 牝3青鹿54 横山 典弘磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 460－161：15．11� 73．3

714 リリカルドリーム 牝3黒鹿54 武 豊水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 422－ 41：15．2クビ 6．0�
59 ミキノティンパニー 牝3栗 54 丸田 恭介谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 438＋ 4 〃 クビ 287．6�
35 ラッキーチャンス 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 日高 日西牧場 440－ 81：15．3クビ 52．8
24 ラテンリズム 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 松山 将樹 浦河 高昭牧場 442＋ 21：15．51� 376．5�
12 クニサキホイヘンス 牝3栗 54

52 △森 裕太朗國島 周夫氏 西橋 豊治 日高 福山牧場 424－ 21：16．56 546．9�
612 シンカンゴッホ 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史山口 正行氏 鈴木 伸尋 浦河 山田牧場 476± 0 〃 クビ 44．8�
36 ノーブルエイム 牝3栗 54 田辺 裕信下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 488－ 61：17．35 39．7�
611 ホーリークロス 牝3栗 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 石毛 善彦 むかわ 桑原牧場 412－16 〃 アタマ 890．9�
816 リ グ ー リ ア 牝3黒鹿54 長岡 禎仁�日進牧場 竹内 正洋 様似 スイートフアーム 434－101：18．25 775．1�
47 トーセンハルカ 牝3鹿 54 柴山 雄一島川 �哉氏 萱野 浩二 新冠 中本牧場 478－101：18．73 505．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，606，300円 複勝： 71，887，400円 枠連： 8，270，300円
馬連： 33，370，300円 馬単： 21，184，400円 ワイド： 22，945，100円
3連複： 43，214，300円 3連単： 70，233，900円 計： 292，712，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 180円 � 110円 � 150円 枠 連（1－8） 580円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 340円 �� 660円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 9，310円

票 数

単勝票数 計 216063 的中 � 18152（4番人気）
複勝票数 計 718874 的中 � 32895（5番人気）� 509580（1番人気）� 44310（3番人気）
枠連票数 計 82703 的中 （1－8） 10865（3番人気）
馬連票数 計 333703 的中 �� 42250（3番人気）
馬単票数 計 211844 的中 �� 6754（7番人気）
ワイド票数 計 229451 的中 �� 18158（3番人気）�� 8205（7番人気）�� 17530（4番人気）
3連複票数 計 432143 的中 ��� 29853（2番人気）
3連単票数 計 702339 的中 ��� 5466（25番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．7―12．6―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．5―48．1―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロイズブルー �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー 2017．12．10 阪神5着

2015．4．3生 牝3黒鹿 母 イーグルマドンナ 母母 マ リ キ ー タ 4戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーブルエイム号・リグーリア号・トーセンハルカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成30年4月17日まで平地競走に出走できない。
ホーリークロス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月17日まで平地競
走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クグロフ号・ツキミザケ号・ペイシャキャサリン号
（非抽選馬） 4頭 キンショウ号・シェルセリーヌ号・バルフルーリー号・ホウオウカーニバル号

08028 3月17日 晴 稍重 （30中京2）第3日 第4競走 3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20分 （ 芝 ）

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3：16．2良

610 ノワールギャルソン 牡6黒鹿60 江田 勇亮ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 446－ 83：18．8 4．4�
57 � シンボリダルク 牝5青鹿58 草野 太郎杉浦 和也氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 466－ 23：19．33 225．4�
33 イ ク ラ ト ロ 牡7鹿 60 平沢 健治 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 B442＋ 23：20．78 13．6�
11 ベステンダンク 牡6栗 60 高田 潤市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 510＋ 43：20．91� 3．3�
69 � エイシンスペーシア �7栗 60 山本 康志岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 462－ 6 〃 ハナ 164．3�
712 サンアンダーソン 牡5栗 60 上野 翔 �加藤ステーブル 中野 栄治 様似 様似共栄牧場 546－103：21．32� 49．5	
814 アンヴェイルド 牡7鹿 60 浜野谷憲尚窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 504－ 43：21．93� 28．6

34 ゲネラルプローベ 牡6鹿 60 中村 将之前田 葉子氏 宮本 博 浦河 福岡 光夫 486－ 23：22．21� 5．1�
46 アッシュゴールド �6栗 60 西谷 誠 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 63：22．83� 5．0
58 アイファーマグオー 牡6栗 60 黒岩 悠中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 524－ 63：23．22� 105．5�
711 サンホッブズ 牡5鹿 60 石神 深一 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 日の出牧場 478－163：31．2大差 11．2�
813 ヒラボクメジャー �4栗 59 大江原 圭�平田牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 480－ 23：32．26 174．0�
22 ニシノキャプテン 牡4鹿 59 植野 貴也西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 村上 欽哉 486－ 2 （競走中止） 23．0�
45 ブレイクザポケット 牡6鹿 60 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438± 0 （競走中止） 24．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 12，595，000円 複勝： 16，521，300円 枠連： 7，309，700円
馬連： 23，718，800円 馬単： 12，092，700円 ワイド： 15，697，700円
3連複： 36，035，400円 3連単： 43，689，300円 計： 167，659，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 4，110円 � 390円 枠 連（5－6） 8，680円

馬 連 �� 42，940円 馬 単 �� 67，680円

ワ イ ド �� 13，640円 �� 900円 �� 22，350円

3 連 複 ��� 183，850円 3 連 単 ��� 1，319，780円

票 数

単勝票数 計 125950 的中 � 22871（2番人気）
複勝票数 計 165213 的中 � 27701（3番人気）� 833（12番人気）� 10592（6番人気）
枠連票数 計 73097 的中 （5－6） 652（24番人気）
馬連票数 計 237188 的中 �� 428（55番人気）
馬単票数 計 120927 的中 �� 134（97番人気）
ワイド票数 計 156977 的中 �� 289（65番人気）�� 4748（10番人気）�� 176（73番人気）
3連複票数 計 360354 的中 ��� 147（191番人気）
3連単票数 計 436893 的中 ��� 24（1257番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 52．7－3F 39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノワールギャルソン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．11．15 東京2着

2012．5．6生 牡6黒鹿 母 レッドアゲート 母母 セカンドチャンス 障害：3戦1勝 賞金 10，580，000円
〔競走中止〕 ニシノキャプテン号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

ブレイクザポケット号は，競走中に疾病〔左第1趾骨複骨折〕を発症したため2周目6号障害〔ハードル〕手前で競走中
止。

※ヒラボクメジャー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



08029 3月17日 晴 稍重 （30中京2）第3日 第5競走 ��3，300�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時10分 （ 芝 ）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：34．3稍重

610 メイショウライナー 牡8鹿 60 難波 剛健松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 488＋ 63：40．0 17．2�
69 ミュートエアー 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 460－ 63：40．1� 26．8�
814 サトノセレリティ 牡7鹿 60 石神 深一 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 498－ 43：40．52 1．6�
45 リミットブレイク �6鹿 60 山本 康志 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 526＋ 63：41．88 75．3	
58 スズカチャンプ 牡9鹿 60 田村 太雅永井 啓弍氏 羽月 友彦 新ひだか グランド牧場 510＋ 23：42．33 103．2

712 スマートガルーダ 牡5鹿 60 上野 翔大川 徹氏 粕谷 昌央 新冠 秋田牧場 490－ 23：42．4� 13．0�
22 ウエスタンレベッカ 牝8鹿 58 大江原 圭西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 462± 03：42．61	 8．0�
46 
 ジュールドトネール 牡8青鹿60 伊藤 工真吉田 和美氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 492－143：42．7� 50．6
11 エリーフェアリー 牝7鹿 58 浜野谷憲尚谷川 正純氏 武市 康男 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 488－ 23：42．8クビ 136．2�
33 プレシャスタイム 牡5鹿 60 佐久間寛志小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 23：43．44 6．5�
813 サウンドギャツビー 牡6黒鹿60 北沢 伸也増田 雄一氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 500－ 83：43．71� 237．6�
34 モズカタクラ 牡4栗 59 小坂 忠士 �キャピタル・システム 高橋 亮 日高 目黒牧場 462－ 83：46．4大差 20．7�
57 レッドルーラー 牡8鹿 60 西谷 誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 512＋ 4 （競走中止） 29．2�
711
 ヤマタケジャイアン �5芦 60 蓑島 靖典山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 462－ 4 （競走中止） 17．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，409，600円 複勝： 23，549，900円 枠連： 9，424，600円
馬連： 24，732，300円 馬単： 15，659，400円 ワイド： 19，612，800円
3連複： 40，860，500円 3連単： 58，263，700円 計： 206，512，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 200円 � 390円 � 110円 枠 連（6－6） 10，550円

馬 連 �� 8，210円 馬 単 �� 16，800円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 460円 �� 650円

3 連 複 ��� 4，490円 3 連 単 ��� 53，670円

票 数

単勝票数 計 144096 的中 � 6693（5番人気）
複勝票数 計 235499 的中 � 22660（3番人気）� 9289（7番人気）� 95227（1番人気）
枠連票数 計 94246 的中 （6－6） 692（24番人気）
馬連票数 計 247323 的中 �� 2334（23番人気）
馬単票数 計 156594 的中 �� 699（44番人気）
ワイド票数 計 196128 的中 �� 2533（19番人気）�� 11670（4番人気）�� 7834（6番人気）
3連複票数 計 408605 的中 ��� 6825（14番人気）
3連単票数 計 582637 的中 ��� 787（159番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 51．9－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウライナー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2012．10．20 京都2着

2010．4．16生 牡8鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 障害：9戦2勝 賞金 29，300，000円
〔騎手変更〕 ウエスタンレベッカ号の騎手植野貴也は，第4競走での落馬負傷のため大江原圭に変更。
〔競走中止〕 ヤマタケジャイアン号は，2周目6号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

レッドルーラー号は，競走中に疾病〔左踵骨粉砕骨折〕を発症したため2周目6号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
※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 アットザトップ号・フィエルテ号
（非抽選馬） 1頭 マジェスティハーツ号

08030 3月17日 晴 稍重 （30中京2）第3日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （ダート・左）
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
1：48．9
1：47．8

重
重

33 サンティーニ 牡3栗 56 丸山 元気�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 494－ 41：54．2 2．7�
55 � キャットタング 牝3芦 54 松若 風馬吉田 千津氏 音無 秀孝 米 Brushwood

Stable 438－ 81：54．94 17．8�
710 ベルクカッツェ 牡3青鹿56 戸崎 圭太田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 462－ 81：55．11� 4．4�
811 サンライズアミーゴ 牡3芦 56

53 ▲横山 武史松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 462－ 41：55．73� 6．5�
68 キョウワスピネル 牡3栗 56 中井 裕二�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 474－ 81：56．33� 25．0�
79 アスターヒューズ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 新冠 須崎牧場 496± 01：57．68 43．0	
812 ウインインペリアル 牡3栗 56 川田 将雅
ウイン 	島 一歩 新冠 コスモヴューファーム 492－ 41：57．92 6．9�
56 マダムジェニファー 牝3栗 54

51 ▲富田 暁大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B452－101：58．11
 105．5�
22 モ ー ト ゥ ス 牡3黒鹿56 中谷 雄太吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：58．2� 5．6
11 � レ リ カ リ オ 牝3栗 54

53 ☆荻野 極
ノースヒルズ 矢作 芳人 米 Brushwood
Stable B450－ 81：58．41 46．4�

44 サウンドガバーナ 牡3鹿 56 菱田 裕二増田 雄一氏 杉山 晴紀 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 486－ 81：58．5� 29．5�

67 � マッチョベリー 牝3芦 54 柴山 雄一栗山 良子氏 上原 博之 米 Lansdowne Thor-
oughbreds, LLC 478± 02：04．2大差 235．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，226，700円 複勝： 29，622，900円 枠連： 7，753，200円
馬連： 32，374，300円 馬単： 17，825，200円 ワイド： 26，708，400円
3連複： 45，813，000円 3連単： 61，704，500円 計： 244，028，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 330円 � 150円 枠 連（3－5） 2，100円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 930円 �� 340円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 14，730円

票 数

単勝票数 計 222267 的中 � 64392（1番人気）
複勝票数 計 296229 的中 � 59901（1番人気）� 16867（6番人気）� 56136（2番人気）
枠連票数 計 77532 的中 （3－5） 2850（8番人気）
馬連票数 計 323743 的中 �� 9182（11番人気）
馬単票数 計 178252 的中 �� 5053（11番人気）
ワイド票数 計 267084 的中 �� 6908（12番人気）�� 22384（1番人気）�� 8365（11番人気）
3連複票数 計 458130 的中 ��� 11119（9番人気）
3連単票数 計 617045 的中 ��� 3036（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．6―50．4―1：03．2―1：15．9―1：28．6―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3
・（3，5）（2，12）4（8，6）11－（1，10）－9＝7
3，5（2，12）（8，4）（6，10）11－1＝9＝7

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

勝馬の
紹 介

サンティーニ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Machiavellian デビュー 2017．12．24 阪神2着

2015．3．27生 牡3栗 母 オリジナルスピン 母母 Not Before Time 4戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マッチョベリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月17日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 ムーンアンドスター号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

追 加 記 事（第 2回中京競馬第 1日第 5競走）
〔その他〕　　アイファーパレード号は，競走中に疾病〔左第３中手骨遠位前面剥離骨折〕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。



08031 3月17日 晴 稍重 （30中京2）第3日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時15分 （ダート・左）

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
1：21．9
1：21．5

良
不良

611 ゲ キ リ ン 牡4栗 57 藤岡 康太市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 468－ 61：24．4 8．1�

510 マッカートニー 牡5栗 57 岩田 康誠薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 474＋ 21：24．5� 4．0�
48 アシャカリアン 牡4栗 57 福永 祐一吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 480± 01：24．81� 8．6�
59 ボクノナオミ 牝6鹿 55

52 ▲川又 賢治塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 484± 01：24．9� 5．0�
612 チ カ リ ー タ 牝5芦 55 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 458－ 21：25．32� 3．6�
47 ウインクレド 牡5鹿 57 丸山 元気�ウイン 飯田 雄三 新ひだか 平野牧場 B506＋ 2 〃 クビ 56．0	
713 デザートトリップ 牡4鹿 57 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新冠 カミイスタット 474－ 61：25．61� 79．9

36 ダノンケンリュウ �4黒鹿57 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 新ひだか チャンピオンズファーム 468＋101：25．7� 50．0�
35 	 カルトデュモンド 牡4青鹿57 菱田 裕二 �社台レースホース渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 81：25．8クビ 51．1
24 	 ジ ェ ミ ニ ズ 牡4栗 57 戸崎 圭太ライオンレースホース� 石橋 守 浦河 浦河日成牧場 508＋121：26．01
 15．6�
23 ナムラカブト 牡4黒鹿 57

54 ▲富田 暁奈村 信重氏 中村 均 新ひだか 平野牧場 502－ 2 〃 アタマ 25．8�
815 セローフォース 牡4鹿 57

54 ▲横山 武史 �カナヤマホール
ディングス 竹内 正洋 新ひだか 藤原牧場 498－101：26．31� 227．5�

11 ク ロ ー ク ス 牡5栗 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B486＋101：27．15 75．3�
12 ラブリイメッセージ 牝4鹿 55 武士沢友治�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 B456－ 41：27．41� 325．5�
816	 コ エ レ 牡4黒鹿57 北村 友一守内 満氏 西橋 豊治 日高 賀張三浦牧場 450－111：27．5� 195．6�
714 サ ノ ヘ ッ ド 牡4黒鹿57 田辺 裕信佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 516＋321：27．71
 11．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，159，100円 複勝： 33，181，300円 枠連： 11，037，000円
馬連： 38，700，400円 馬単： 18，482，400円 ワイド： 28，215，100円
3連複： 55，003，100円 3連単： 65，017，400円 計： 270，795，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 220円 � 170円 � 240円 枠 連（5－6） 310円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，070円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 16，880円

票 数

単勝票数 計 211591 的中 � 20780（4番人気）
複勝票数 計 331813 的中 � 36409（4番人気）� 60227（2番人気）� 31890（5番人気）
枠連票数 計 110370 的中 （5－6） 26895（1番人気）
馬連票数 計 387004 的中 �� 23370（4番人気）
馬単票数 計 184824 的中 �� 4680（12番人気）
ワイド票数 計 282151 的中 �� 13359（5番人気）�� 6425（12番人気）�� 13777（4番人気）
3連複票数 計 550031 的中 ��� 16410（4番人気）
3連単票数 計 650174 的中 ��� 2792（43番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．7―12．1―12．5―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．1―47．2―59．7―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲ キ リ ン �
�
父 Tapizar �

�
母父 Bluegrass Cat デビュー 2016．9．17 阪神1着

2014．3．26生 牡4栗 母 ブルーグラスチャッター 母母 Chatter Chatter 11戦2勝 賞金 26，248，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 イザ号・スマートサクソン号・ベストインザスカイ号

08032 3月17日 晴 稍重 （30中京2）第3日 第8競走 ��
��1，900�サラブレッド系4歳以上

発走13時45分 （ダート・左）
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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

610� マテラリードル 牡5鹿 57 武 豊大野 照旺氏 浜田多実雄 米 E Paul Robsham
Stable LLC 528± 01：59．4 3．7�

814 グランセノーテ 牡5栗 57 川田 将雅安原 浩司氏 	島 一歩 新ひだか 岡田牧場 534－ 61：59．5
 3．8�
57 サマーサプライズ 牡4鹿 57 岩田 康誠吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 482－ 21：59．92 4．0�
34 � マイネルツィール 牡5鹿 57

54 ▲横山 武史杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 486－ 22：00．32� 9．4�
45 セレブレイトソング 6栗 57

56 ☆荻野 極 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B496＋ 82：00．72� 134．0�
813 アシャカリブラ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B516＋ 22：01．12� 16．1	
58 � マ ッ ク ー ル 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 B490－ 2 〃 クビ 233．3�

46 � アイアンエフケイ 牡4鹿 57
54 ▲川又 賢治池上 一馬氏 服部 利之 新ひだか グローリーファーム 500＋ 42：01．31� 431．3�

69 � ラ ロ ー デ 牝4鹿 55
52 ▲富田 暁飯田 正剛氏 松田 国英 米 Chiyoda Farm,

Shizunai B486± 02：01．4
 75．5
22 ウォーターシャウト 牡5青鹿57 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 B486－ 62：01．82� 5．9�
712 ゴールドインゴット 牡5黒鹿57 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 472± 02：02．33 19．5�
11 � サバンナロード 5鹿 57 柴山 雄一吉田 和美氏 武井 亮 米 Michael

Sucher B514－16 〃 アタマ 37．5�
711 トモジャバルジャン 牡4栗 57 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 516－122：02．5
 33．1�
33 ミスズバード 牡4鹿 57 松若 風馬永井 啓弍氏 安田 翔伍 浦河 辻 牧場 B458－ 82：02．81
 132．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，570，500円 複勝： 31，645，500円 枠連： 7，997，100円
馬連： 32，931，500円 馬単： 15，866，200円 ワイド： 24，951，400円
3連複： 44，244，200円 3連単： 58，621，200円 計： 235，827，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 150円 � 150円 枠 連（6－8） 580円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 340円 �� 270円 �� 290円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 4，100円

票 数

単勝票数 計 195705 的中 � 41800（1番人気）
複勝票数 計 316455 的中 � 57345（2番人気）� 54700（3番人気）� 53835（4番人気）
枠連票数 計 79971 的中 （6－8） 10604（1番人気）
馬連票数 計 329315 的中 �� 32596（2番人気）
馬単票数 計 158662 的中 �� 8465（1番人気）
ワイド票数 計 249514 的中 �� 17988（3番人気）�� 24559（1番人気）�� 22247（2番人気）
3連複票数 計 442442 的中 ��� 37204（1番人気）
3連単票数 計 586212 的中 ��� 10362（1番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．7―30．7―44．1―57．0―1：09．4―1：21．7―1：34．3―1：46．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．7
1
3
10（7，14）（9，11）8－6（5，13）－12（4，3）1－2・（10，14）（7，11）（9，6）（8，5）13（4，12，2）3－1

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

勝馬の
紹 介

�マテラリードル �
�
父 Bernardini �

�
母父 Gold Fever デビュー 2016．1．24 京都9着

2013．3．15生 牡5鹿 母 Yellow Heat 母母 The Real Thing 9戦2勝 賞金 17，400，000円



08033 3月17日 晴 良 （30中京2）第3日 第9競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・左）

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
1：32．7
1：30．7

良
良

11 アッフィラート 牝5鹿 55 北村 友一 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440＋ 41：35．7 5．1�

816 ウインシャトレーヌ 牝4栗 55 岩田 康誠�ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 492－ 2 〃 クビ 1．6�
12 ベストティアーズ 牝4青 55 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 476－ 61：35．91� 26．1�
47 ア ウ ェ イ ク 牝5鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 464－ 61：36．11� 18．4�
48 エクストラファイン 牝6黒鹿55 戸崎 圭太 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 464－ 81：36．41� 5．6	
35 ネオヴィットーリア 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 武史小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 438＋ 21：36．5� 114．6

24 	 ツ キ ノ ミ チ 牝4鹿 55

52 ▲川又 賢治吉井 理人氏 清水 久詞 浦河 林 孝輝 420－121：36．71 228．6�
713 クライベイビー 牝4栗 55 横山 典弘�G1レーシング 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 2 〃 アタマ 36．3�
59 ナイアガラモンロー 牝6鹿 55 武士沢友治塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 
川 啓一 506＋ 21：36．8� 136．5
36 クラシックリディア 牝5黒鹿55 川田 将雅 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464－ 6 〃 クビ 42．0�
23 ハマヒルガオ 牝5黒鹿55 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 500－ 41：36．9クビ 54．3�
815 ベストレート 牝5鹿 55

54 ☆木幡 巧也�G1レーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 494－121：37．0� 172．1�
714 ホッコーモモタン 牝5黒鹿55 丸田 恭介北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 416－121：37．1� 171．8�
510 ハイヤーアプシス 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 初也吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 414－ 41：37．2� 112．7�
611 ジッパーレーン 牝4青鹿55 福永 祐一�G1レーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 452＋ 61：37．51� 13．9�
612 ラヴィソント 牝4鹿 55 的場 勇人岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 416－ 6 〃 クビ 126．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，783，300円 複勝： 57，211，000円 枠連： 12，304，900円
馬連： 43，344，400円 馬単： 24，035，700円 ワイド： 27，753，000円
3連複： 56，873，800円 3連単： 94，082，700円 計： 339，388，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 140円 � 110円 � 340円 枠 連（1－8） 370円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，090円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 9，820円

票 数

単勝票数 計 237833 的中 � 37088（2番人気）
複勝票数 計 572110 的中 � 54388（2番人気）� 369172（1番人気）� 13464（6番人気）
枠連票数 計 123049 的中 （1－8） 25342（2番人気）
馬連票数 計 433444 的中 �� 79261（2番人気）
馬単票数 計 240357 的中 �� 15128（3番人気）
ワイド票数 計 277530 的中 �� 34318（2番人気）�� 5746（14番人気）�� 10603（6番人気）
3連複票数 計 568738 的中 ��� 21838（5番人気）
3連単票数 計 940827 的中 ��� 6939（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．3―48．4―1：00．3―1：12．0―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

アッフィラート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Loup Solitaire デビュー 2016．4．30 京都3着

2013．3．28生 牝5鹿 母 レディオブヴェニス 母母 Lacewings 11戦3勝 賞金 27，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 エバープリンセス号・キョウエイレガシー号・ユイフィーユ号・レローヴ号

08034 3月17日 晴 稍重 （30中京2）第3日 第10競走 ��
��1，900�

い せ

伊 勢 特 別
発走14時50分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下，29．3．18以降30．3．11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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

815 スペリオルシチー 牡4鹿 55 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム B460－ 41：59．0 4．3�

713 ラ バ ピ エ ス 牡4鹿 54 中谷 雄太 �シルクレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 506－ 2 〃 クビ 30．4�
35 スズカロング 牡4鹿 55 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 476－ 41：59．53 11．9�
612 メイショウテムズ 牡4栗 56 武 豊松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 494－ 8 〃 クビ 2．9�
12 ビ ス カ リ ア 牝6鹿 54 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 474－ 41：59．81� 15．0	
36 ダ ン カ ン 牡6鹿 54 丸山 元気杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 458－ 8 〃 ハナ 66．5

48 レッドアトゥ 牝4栗 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 国英 日高 下河辺牧場 452－ 22：00．11� 4．9�
24 サンマルスカイ 牡6鹿 54 畑端 省吾相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 442－ 42：00．3� 56．0�
510� ロマンホープ 牡6黒鹿53 長岡 禎仁菅 實氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 470－ 42：00．61� 143．9
47 	 チャイマックス 牝5鹿 52 藤懸 貴志吉田 和子氏 池添 学 米 Clearsky

Farms 470－ 2 〃 クビ 213．1�
714 ピエナクルーズ 牡5鹿 54 横山 典弘本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 アタマ 23．8�
611 サクラエンパイア 牡5鹿 56 藤岡 康太�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 462－ 22：02．19 31．2�
11 ハイヴォルテージ 牡6栗 52 木幡 初也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 462＋ 42：02．31
 269．7�
816 ダイナミックウオー 牡8黒鹿55 武士沢友治小川 勲氏 作田 誠二 浦河 駿河牧場 528＋122：02．72
 102．8�
59 	 タ ピ ゾ ー 牡4芦 55 戸崎 圭太大塚 亮一氏 友道 康夫 米 Mike G.

Rutherford B496－ 22：03．12
 6．8�
23 � スリーマキシマム 牡7鹿 54 義 英真永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 504＋ 62：04．27 53．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，066，600円 複勝： 53，290，900円 枠連： 15，843，500円
馬連： 69，530，900円 馬単： 32，641，600円 ワイド： 48，428，700円
3連複： 98，981，100円 3連単： 128，384，600円 計： 482，167，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 800円 � 340円 枠 連（7－8） 2，900円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 7，340円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 1，210円 �� 6，180円

3 連 複 ��� 22，690円 3 連 単 ��� 107，730円

票 数

単勝票数 計 350666 的中 � 64594（2番人気）
複勝票数 計 532909 的中 � 89214（2番人気）� 14373（8番人気）� 38680（6番人気）
枠連票数 計 158435 的中 （7－8） 4225（12番人気）
馬連票数 計 695309 的中 �� 11052（19番人気）
馬単票数 計 326416 的中 �� 3335（26番人気）
ワイド票数 計 484287 的中 �� 9030（16番人気）�� 10533（12番人気）�� 1956（54番人気）
3連複票数 計 989811 的中 ��� 3271（67番人気）
3連単票数 計1283846 的中 ��� 864（324番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．8―30．7―43．6―56．1―1：08．2―1：20．5―1：33．4―1：46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．5
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スペリオルシチー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Bernardini デビュー 2016．11．12 東京3着

2014．3．8生 牡4鹿 母 ハタノボニート 母母 Shine Again 12戦3勝 賞金 40，970，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーマキシマム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月17日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ストロベリーキング号・スマイルフォース号・ダンサクドゥーロ号・ローデルバーン号



08035 3月17日 晴 良 （30中京2）第3日 第11競走 ��
��1，400�第32回中日スポーツ賞ファルコンステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

中日スポーツ総局賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

510	 ミスターメロディ 牡3鹿 56 福永 祐一グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Bell Tower
Thoroughbreds 482＋ 21：22．1 8．2�

47 	 アサクサゲンキ 牡3鹿 57 武 豊田原 慶子氏 音無 秀孝 米
Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

470＋ 81：22．31
 15．3�
48 フロンティア 牡3栗 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 8 〃 クビ 10．4�
611 アンブロジオ 牡3栗 56 横山 典弘 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 2 〃 ハナ 10．2�
12 	 モズスーパーフレア 牝3栗 54 中谷 雄太 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta

Stables, LLC 478－ 41：22．4クビ 36．2	
815 タイセイプライド 牡3青鹿57 岩田 康誠田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 谷川牧場 494－10 〃 クビ 12．2

59 ダノンスマッシュ 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 466－ 41：22．61
 2．2�
24 テ ン ク ウ 牡3黒鹿56 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 450－ 4 〃 クビ 5．0�
36 ドラグーンシチー 牡3鹿 56 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 472－101：22．7� 80．0
713 タイセイアベニール 牡3鹿 56 北村 友一田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 466－ 61：22．8クビ 95．9�
35 カイザーメランジェ 牡3鹿 56 武士沢友治友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 462＋ 21：23．12 72．3�
612 ヒシコスマー 牡3黒鹿56 荻野 極阿部 雅英氏 清水 久詞 日高 厚賀古川牧場 B478＋ 21：23．2クビ 77．3�
714 ダークリパルサー 牡3黒鹿56 柴山 雄一片山 晃氏 金成 貴史 日高 幾千世牧場 490－ 6 〃 クビ 126．2�
23 アシャカデッシュ 牡3鹿 56 丸山 元気吉冨 学氏 鈴木 伸尋 登別 登別上水牧場 494－ 2 〃 ハナ 354．5�
11 ムスコローソ 牡3栗 56 津村 明秀落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 494± 01：23．83� 17．2�
816 エールショー 牡3芦 56 松若 風馬�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 2 〃 ハナ 235．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 122，930，400円 複勝： 173，818，200円 枠連： 59，341，300円
馬連： 381，146，700円 馬単： 139，513，600円 ワイド： 187，930，400円
3連複： 592，736，400円 3連単： 798，875，400円 計： 2，456，292，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 350円 � 460円 � 310円 枠 連（4－5） 590円

馬 連 �� 5，480円 馬 単 �� 8，880円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 1，280円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 11，120円 3 連 単 ��� 61，560円

票 数

単勝票数 計1229304 的中 � 119329（3番人気）
複勝票数 計1738182 的中 � 129834（5番人気）� 95398（7番人気）� 152260（4番人気）
枠連票数 計 593413 的中 （4－5） 77423（1番人気）
馬連票数 計3811467 的中 �� 57279（20番人気）
馬単票数 計1395136 的中 �� 11771（31番人気）
ワイド票数 計1879304 的中 �� 27647（21番人気）�� 38026（14番人気）�� 34793（16番人気）
3連複票数 計5927364 的中 ��� 39968（34番人気）
3連単票数 計7988754 的中 ��� 9407（203番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．4―11．7―11．8―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．9―46．6―58．4―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．5
3 2－（11，15）（7，10，14）（3，8，13）（6，12）（1，9，5）（4，16） 4 2－（11，15）（7，10，14）（3，8，13）（1，6，12）（9，5）（4，16）

勝馬の
紹 介

	ミスターメロディ �
�
父 Scat Daddy �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2017．11．4 東京1着

2015．3．29生 牡3鹿 母 Trusty Lady 母母 Klassy Kim 5戦3勝 賞金 60，939，000円
〔その他〕 ムスコローソ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ムスコローソ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年4月17日まで出走できない。

08036 3月17日 晴 稍重 （30中京2）第3日 第12競走 ��1，200�
え な

恵 � 特 別
発走16時00分 （ダート・左）

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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．0
1：08．7

重
重

714 メイショウテンセイ 牡4鹿 57 森 裕太朗松本 好雄氏 西橋 豊治 安平 �橋本牧場 504－ 41：11．4 21．4�
816 ミカエルシチー 牡6鹿 57 荻野 極 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 駿河牧場 534－ 61：11．5� 22．5�
12 ベ ル ク リ ア 牝5芦 55 北村 友一水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 458－ 21：11．82 20．8�
24 サンビショップ �6栗 57 川島 信二�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 460－ 4 〃 ハナ 64．7�
35 ビ バ ラ ビ ダ 牝5鹿 55 菱田 裕二桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 490－ 41：11．9クビ 3．2	
612 スターカットダイヤ 牡4栗 57 松若 風馬小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム 450－ 8 〃 クビ 6．3

23 	 メイショウカロッタ 牡6鹿 57 城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 日の出牧場 502± 01：12．0� 40．0�
36 キタサンガンバ 牡5鹿 57 戸崎 圭太�大野商事 小笠 倫弘 日高 株式会社

RUMIファーム 496± 01：12．21
 2．5�
59 セ ン グ ウ 牝6栗 55 富田 暁重松 國建氏 武 英智 浦河 榊原 敏明 480－ 21：12．4� 115．5
611 メイショウタラチネ 牝6黒鹿55 川田 将雅松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 B470－ 41：12．5� 12．4�
510 ダ ウ ト レ ス �7鹿 57 田辺 裕信�ノースヒルズ 田中 博康 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502－ 81：12．6� 70．6�
713 セクシーボーイ 牡7鹿 57 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B482－ 41：12．81
 65．2�
47 ショウナンカイドウ 牡5栗 57 藤懸 貴志国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B538－ 8 〃 アタマ 29．4�
48 メジャーガラメキ 牝6栗 55 福永 祐一髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B482－ 81：13．12 21．6�
815	 バーサーカー 牡6栗 57 武士沢友治香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 502± 01：13．31� 76．9�

（15頭）
11 	 ブロンズテーラー 牝7青鹿55 柴田 未崎中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 464－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 42，766，500円 複勝： 59，832，500円 枠連： 27，057，000円
馬連： 92，574，400円 馬単： 41，510，500円 ワイド： 63，499，600円
3連複： 126，357，400円 3連単： 165，065，300円 計： 618，663，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，140円 複 勝 � 600円 � 730円 � 410円 枠 連（7－8） 8，610円

馬 連 �� 22，000円 馬 単 �� 44，030円

ワ イ ド �� 6，240円 �� 5，140円 �� 5，110円

3 連 複 ��� 128，230円 3 連 単 ��� 757，410円

票 数

単勝票数 差引計 427665（返還計 2602） 的中 � 15973（6番人気）
複勝票数 差引計 598325（返還計 5851） 的中 � 25785（7番人気）� 20824（8番人気）� 41035（5番人気）
枠連票数 差引計 270570（返還計 542） 的中 （7－8） 2434（19番人気）
馬連票数 差引計 925744（返還計 20557） 的中 �� 3260（45番人気）
馬単票数 差引計 415105（返還計 8564） 的中 �� 707（89番人気）
ワイド票数 差引計 634996（返還計 20235） 的中 �� 2624（50番人気）�� 3190（46番人気）�� 3208（44番人気）
3連複票数 差引計1263574（返還計 69073） 的中 ��� 739（226番人気）
3連単票数 差引計1650653（返還計 84293） 的中 ��� 158（1230番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―12．0―11．9―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウテンセイ �
�
父 カルストンライトオ �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2016．8．14 小倉9着

2014．3．24生 牡4鹿 母 ブルーロバリー 母母 スプレッドブレイヴ 9戦3勝 賞金 29，171，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔競走除外〕 ブロンズテーラー号は，馬場入場時に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻2分遅延。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブライスガウ号
（非抽選馬） 1頭 クリノシャンボール号



（30中京2）第3日 3月17日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 182頭 本 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

250，680，000円
12，970，000円
1，910，000円
29，600，000円
72，917，000円
6，633，600円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
375，291，000円
608，388，700円
185，471，700円
837，157，400円
370，861，500円
514，204，300円
1，235，345，300円
1，656，809，900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 5，783，529，800円

総入場人員 11，758名 （有料入場人員 10，698名）
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