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06013 2月25日 曇 良 （30中山2）第2日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時10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

47 カグラヤルージュ 牝3黒鹿54 菅原 隆一西村 亮二氏 奥平 雅士 日高 浜本牧場 468＋ 21：58．5 2．8�
713 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 480－161：58．6� 23．5�
24 ジャンティエス 牝3栗 54 F．ミナリク落合 幸弘氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 462± 01：58．7� 68．8�

（独）

815 ジェイケイバスター 牝3鹿 54 三浦 皇成小谷野次郎氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 450－ 41：58．91 8．1�
12 マイントラウム 牝3鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 484－ 61：59．11� 2．3�
35 ピンクダイキリ 牝3鹿 54 戸崎 圭太髙橋 大氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 444＋ 61：59．63 28．2	
510 ハ ン ド リ ー 牝3栗 54 大野 拓弥大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 432－ 4 〃 ハナ 12．2

714 ミラーマッチ 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 照哉氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 464－ 21：59．7クビ 16．6�
23 ショコラトリー 牝3鹿 54 内田 博幸 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 426－ 62：00．44 32．0�
59 ベラマレーナ 牝3栗 54

52 △伴 啓太小佐野 保氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 436－162：00．93 184．9
816 ヴォーグショコラ 牝3鹿 54 柴田 大知志村 幸彦氏 尾形 和幸 日高 浦新 徳司 460－ 42：01．32� 18．2�
611 スウィンザブルース 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 426 ―2：01．61� 403．2�
11 ニシノハイブリッジ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 432－ 62：02．13 252．4�
48 ファーマフローラ 牝3青鹿54 松岡 正海中西 功氏 谷原 義明 日高 高山牧場 432＋ 82：03．27 285．5�
612 ツォルニッヒ 牝3鹿 54 横山 典弘�ラ・メール 高木 登 浦河 本巣 一敏 468－ 22：04．79 79．2�
36 サンバッファロー 牝3青鹿 54

53 ☆井上 敏樹 �加藤ステーブル 根本 康広 日高 北田 剛 450± 0 （競走中止） 674．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，446，300円 複勝： 45，590，300円 枠連： 17，840，800円
馬連： 71，034，300円 馬単： 36，032，100円 ワイド： 46，373，900円
3連複： 101，900，400円 3連単： 131，658，600円 計： 480，876，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 640円 � 1，310円 枠 連（4－7） 1，310円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 4，790円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 3，110円 �� 16，230円

3 連 複 ��� 57，810円 3 連 単 ��� 187，520円

票 数

単勝票数 計 304463 的中 � 85118（2番人気）
複勝票数 計 455903 的中 � 139367（1番人気）� 13975（8番人気）� 6410（10番人気）
枠連票数 計 178408 的中 （4－7） 10492（6番人気）
馬連票数 計 710343 的中 �� 19148（10番人気）
馬単票数 計 360321 的中 �� 5639（18番人気）
ワイド票数 計 463739 的中 �� 10764（11番人気）�� 3809（28番人気）�� 717（62番人気）
3連複票数 計1019004 的中 ��� 1322（104番人気）
3連単票数 計1316586 的中 ��� 509（398番人気）

ハロンタイム 13．4―12．1―13．9―14．2―13．2―12．5―12．9―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．5―39．4―53．6―1：06．8―1：19．3―1：32．2―1：45．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．2
1
3
9，12（4，15，16）（11，13）（2，7，14）（5，8）10－3（1，6）・（9，15）（4，2，16，3，13）14，11（12，7）5（10，8）－1

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

勝馬の
紹 介

カグラヤルージュ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 Empire Maker デビュー 2017．10．22 東京5着

2015．2．20生 牝3黒鹿 母 アルウェット 母母 アルヴァーダ 5戦1勝 賞金 11，700，000円
〔競走中止〕 サンバッファロー号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 カグラヤルージュ号の騎手菅原隆一は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツォルニッヒ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月25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） 1頭 ドヒョウギワ号
（非抽選馬） 1頭 グッドモーメント号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06014 2月25日 曇 良 （30中山2）第2日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時40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

11 ウ メ タ ロ ウ 牡3黒鹿56 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 494－ 21：13．4 3．6�
610 タイセイゴーディー 牡3黒鹿56 石橋 脩田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 大塚牧場 B464－ 21：13．5� 4．2�
22 ディアフェルスパー �3鹿 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 452± 01：14．56 36．4�
23 メ ロ ス 牡3黒鹿 56

54 △武藤 雅島井新一郎氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436－14 〃 クビ 57．5�

59 ロードハナブサ 牡3栗 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 436＋ 21：14．81� 3．1	
46 メイプルグレイト 牡3栗 56 内田 博幸節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 492－ 6 〃 ハナ 9．5

47 ロックアイランド 牝3芦 54 F．ミナリク吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 458－ 21：14．9� 28．3�

（独）

713 フクノヴァランス 牡3鹿 56 武士沢友治福島 祐子氏 二本柳俊一 日高 松平牧場 B466± 0 〃 ハナ 45．1�
34 ベストミライ 牝3芦 54 田辺 裕信松尾 正氏 藤原 辰雄 青森 諏訪牧場 504－ 2 〃 ハナ 6．0
712 シゲルタケノコ 牡3栗 56 北村 宏司森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 森永牧場 464± 01：15．32� 76．7�
815 ヤンキーイズム 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎岡 浩二氏 小笠 倫弘 新冠 スカイビーチステーブル B472＋ 21：15．51� 84．6�
58 ピンクソルト 牝3栗 54 伊藤 工真 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 426＋ 2 〃 クビ 491．4�
611 ブラックコニャック 牡3鹿 56 大野 拓弥黒澤 尚氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 462± 0 〃 ハナ 48．1�
35 イデアブルーム 牡3鹿 56 江田 照男益田 修一氏 岩戸 孝樹 むかわ 上水牧場 438－ 21：15．92� 280．3�
814 スワンレイクカフェ 牝3鹿 54 大庭 和弥西川 恭子氏 小島 太 様似 中脇 一幸 446＋ 61：16．11� 180．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，564，200円 複勝： 39，326，700円 枠連： 14，773，800円
馬連： 59，169，500円 馬単： 29，818，500円 ワイド： 39，370，200円
3連複： 80，880，100円 3連単： 100，001，600円 計： 391，904，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 160円 � 480円 枠 連（1－6） 710円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，080円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 15，850円

票 数

単勝票数 計 285642 的中 � 61770（2番人気）
複勝票数 計 393267 的中 � 66502（3番人気）� 77672（2番人気）� 15315（7番人気）
枠連票数 計 147738 的中 （1－6） 16072（2番人気）
馬連票数 計 591695 的中 �� 58441（2番人気）
馬単票数 計 298185 的中 �� 14170（3番人気）
ワイド票数 計 393702 的中 �� 39249（1番人気）�� 8685（11番人気）�� 7937（13番人気）
3連複票数 計 808801 的中 ��� 13990（11番人気）
3連単票数 計1000016 的中 ��� 4574（50番人気）

ハロンタイム 12．0―11．3―12．0―12．4―12．5―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ メ タ ロ ウ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ストーミングホーム デビュー 2017．7．15 福島5着

2015．3．7生 牡3黒鹿 母 ヴ ァ ッ プ 母母 ビコーグレイス 9戦1勝 賞金 9，700，000円
※出走取消馬 ロマンスガッサン号（疾病〔感冒〕のため）
※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） 1頭 シャコック号
（非抽選馬） 4頭 サンホノルル号・スリーミニオン号・ダイヤモンドビーム号・ペイシャオブライフ号
※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。

第２回 中山競馬 第２日



06015 2月25日 曇 良 （30中山2）第2日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11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

611 ライクアロケット 牡3鹿 56 三浦 皇成島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 466 ―1：58．1 24．1�
510 カ ガ ス タ ー 牡3鹿 56 戸崎 圭太香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 444－ 21：58．31� 1．9�
12 アポロレイア 牝3鹿 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 454－ 21：58．51� 22．1�
713 アロングショット 牡3鹿 56 大野 拓弥藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B456－ 81：58．71� 5．8�
48 ロイヤルバースデー 牡3栗 56 横山 典弘松井 晴彦氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 486＋ 41：59．01� 7．7�
36 クラウンミリオン 牡3鹿 56 F．ミナリク矢野まり子氏 伊藤 伸一 日高 クラウン日高牧場 472＋ 41：59．1	 29．9�

（独）

23 ポルカシュネル 牝3鹿 54 田中 勝春 	社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 472－ 21：59．41� 6．6

47 ドリームライザー 牡3栗 56 田辺 裕信片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 528－101：59．61� 14．9�
24 ヒナイチカグラヤ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行西村 亮二氏 高橋 文雅 浦河 グランデファーム 496－14 〃 クビ 60．5�
11 ハッピーハッピー 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太	髙昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 456－ 61：59．7クビ 159．8
59 
 ストレイライトラン 牡3黒鹿56 江田 照男 �ローレルレーシング 和田 正道 米 Jim Fitzgerald &

Katie Fitzgerald 474± 02：00．65 41．6�
714 エスポワールカフェ 牡3栗 56 的場 勇人西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 464＋ 22：00．81 165．3�
815 コスモラフェット 牡3黒鹿56 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 476＋402：00．9� 78．7�
35 ノ ノ レ タ 牝3黒鹿54 武士沢友治内藤 好江氏 勢司 和浩 茨城 内藤牧場 436－102：01．53	 608．8�
816
 ステラストラータ 牡3鹿 56 横山 和生岡田 牧雄氏 尾形 和幸 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

480＋ 22：01．92	 36．2�
612 ヤンソンノユウワク 牝3鹿 54 杉原 誠人内田 玄祥氏 根本 康広 えりも 能登 浩 412－ 62：02．32	 815．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，822，300円 複勝： 61，457，900円 枠連： 16，450，900円
馬連： 69，427，900円 馬単： 36，140，000円 ワイド： 48，317，700円
3連複： 96，771，400円 3連単： 121，455，300円 計： 487，843，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，410円 複 勝 � 520円 � 110円 � 470円 枠 連（5－6） 2，260円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 6，030円

ワ イ ド �� 860円 �� 5，610円 �� 720円

3 連 複 ��� 11，620円 3 連 単 ��� 89，390円

票 数

単勝票数 計 378223 的中 � 12532（7番人気）
複勝票数 計 614579 的中 � 19380（7番人気）� 251219（1番人気）� 21945（6番人気）
枠連票数 計 164509 的中 （5－6） 5625（10番人気）
馬連票数 計 694279 的中 �� 24199（7番人気）
馬単票数 計 361400 的中 �� 4493（21番人気）
ワイド票数 計 483177 的中 �� 14774（9番人気）�� 2091（47番人気）�� 17802（6番人気）
3連複票数 計 967714 的中 ��� 6242（37番人気）
3連単票数 計1214553 的中 ��� 985（245番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．5―39．3―53．0―1：05．8―1：18．6―1：31．8―1：44．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ライクアロケット �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 メジロマックイーン 初出走

2015．5．19生 牡3鹿 母 ビジネスロマン 母母 コトブキトミオー 1戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 エナグリン号・エンパイヤアーサー号・オーネットヒーロー号・シモンズ号・トサイチ号・ニシノエクレール号・

ヤマタケクッキー号
※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。

06016 2月25日 曇 良 （30中山2）第2日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

23 タイセイシュラーク 牡3黒鹿56 三浦 皇成田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 柏木 一則 474 ―1：13．4 6．1�
59 エンゲージリング 牝3芦 54 岩部 純二�ミルファーム 大江原 哲 日高 佐々木 康治 472 ― 〃 クビ 10．9�
35 サトノユニゾン 牡3鹿 56 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 新ひだか グランド牧場 500 ―1：14．67 6．0�
47 オフザロック 牡3黒鹿56 田辺 裕信 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 496 ―1：14．7クビ 3．5�
11 ウェディングフォト 牡3鹿 56 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488 ― 〃 アタマ 8．8	
815 カラフルワールド 牡3栗 56 大野 拓弥窪田 芳郎氏 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 422 ― 〃 クビ 32．6

48 イディナローク 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹吉田 千津氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 460 ―1：14．8クビ 35．5�
36 ムーンフォース 牡3黒鹿56 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 平取 北島牧場 502 ―1：15．33 63．5�
714 ナムラファルネーゼ 牝3鹿 54 石橋 脩奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 466 ―1：15．62 12．6
816 ヘニーマックス 牡3栗 56 戸崎 圭太林 正道氏 栗田 徹 新ひだか 有限会社石川牧場 506 ―1：15．81� 4．6�

（ヘニーマックズ）

611 ポワンセティ 牝3鹿 54 柴田 善臣落合 幸弘氏 斎藤 誠 新冠 新冠橋本牧場 446 ―1：16．65 93．5�
12 ド ラ ヤ キ 牡3鹿 56 横山 和生中西 功氏 小野 次郎 新ひだか 西川富岡牧場 470 ―1：17．02� 156．6�
713 マリノエチュード 牝3鹿 54 菅原 隆一矢野まり子氏 蛯名 利弘 日高 クラウン日高牧場 440 ―1：17．32 384．3�
510 マグナムオプス 牡3鹿 56 F．ミナリク岡田 牧雄氏 小島 茂之 日高 千葉飯田牧場 524 ―1：17．51� 30．8�

（独）

612 オ ー ラ フ ォ 牡3芦 56 武士沢友治平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 526 ― 〃 クビ 143．7�
24 ダノンユニヴァース �3黒鹿56 鈴木 慶太�ダノックス 大竹 正博 日高 白井牧場 508 ―1：20．5大差 164．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，179，800円 複勝： 43，091，800円 枠連： 17，120，700円
馬連： 64，591，100円 馬単： 30，707，200円 ワイド： 41，187，600円
3連複： 81，137，200円 3連単： 94，944，800円 計： 408，960，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 230円 � 280円 � 190円 枠 連（2－5） 3，200円

馬 連 �� 3，810円 馬 単 �� 6，420円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 700円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 6，620円 3 連 単 ��� 37，550円

票 数

単勝票数 計 361798 的中 � 47122（4番人気）
複勝票数 計 430918 的中 � 47862（4番人気）� 36421（6番人気）� 64189（3番人気）
枠連票数 計 171207 的中 （2－5） 4138（17番人気）
馬連票数 計 645911 的中 �� 13124（19番人気）
馬単票数 計 307072 的中 �� 3582（33番人気）
ワイド票数 計 411876 的中 �� 8847（18番人気）�� 15650（6番人気）�� 9703（16番人気）
3連複票数 計 811372 的中 ��� 9183（23番人気）
3連単票数 計 949448 的中 ��� 1833（133番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―12．4―12．4―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―35．7―48．1―1：00．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．7
3 ・（1，3，9）14（5，8，7）（15，6）16＝11，13－10－12－2＝4 4 ・（1，3）9，14（8，7）（5，15）6，16＝11－13－10，12，2＝4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイシュラーク �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2015．4．30生 牡3黒鹿 母 パ シ テ ィ ア 母母 ソルティーレディー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ダノンユニヴァース号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダノンユニヴァース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月25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24頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）24頭 アーキトレーヴ号・エフォートラン号・カスカモラス号・キュプリーヌス号・クラシックバイオ号・

サルーバアスール号・サンマルミヤビ号・ジョイズエターナル号・ディアラベンダー号・ディアーゴッド号・
トウカイアゼリア号・ネオヴァラドン号・フェスティブクイン号・プロミネンス号・ホウオウキッカー号・
ボナマティーナ号・マチコウバ号・マリノレインボー号・メイハンコック号・ユキノアンビシャス号・
ユーリトミクス号・ライゴッド号・リネンコジーン号・レデッキー号

※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。



06017 2月25日 曇 良 （30中山2）第2日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時30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

816 ロードジパング 牡3栗 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 448± 02：16．8 7．2�
714 ヘヴンアースマン 牡3青鹿56 北村 宏司岡田 牧雄氏 牧 光二 日高 千葉飯田牧場 504± 02：17．01 8．4�
713 ヘッドストリーム 牡3栗 56 大野 拓弥犬塚悠治郎氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 450＋142：17．1� 15．0�
48 サ ノ サ ン 牡3黒鹿56 石橋 脩佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 466－ 22：17．2� 9．5�
47 オメガハートビート 牝3黒鹿54 M．デムーロ原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 458 ― 〃 アタマ 3．3�
36 セ ル ゲ イ 牡3芦 56 田辺 裕信窪田 芳郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494－ 42：17．62	 5．2	
510 ナリノレーヴドール 牡3鹿 56

54 △武藤 雅成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 442－ 22：17．81
 21．1

35 エピキュリアン �3鹿 56 西村 太一村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496± 0 〃 ハナ 4．3�
23 ウインリベロ 牡3栗 56 F．ミナリク�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 420－ 42：18．0� 50．4�

（独）

815 コログレッツォ 牡3栗 56 柴田 善臣増田 和啓氏 田島 俊明 新冠 パカパカ
ファーム 424－ 62：18．21
 314．4

12 ピュアココロ 牝3青鹿54 横山 和生鶴見 芳子氏 青木 孝文 新冠 村上 欽哉 446－ 82：18．3	 226．3�
24 タオルデスカーフ 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹山際 辰夫氏 大竹 正博 日高 山際 辰夫 482＋14 〃 クビ 89．0�
59 アーバンブラック 牡3青鹿56 武士沢友治西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム B444－102：18．51
 452．0�
612� ボンナキュイ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 愛 Michael
McGlynn 460＋ 22：18．92	 130．8�

611 トーセンエクラ 牡3鹿 56 松岡 正海島川 �哉氏 畠山 吉宏 日高 有限会社 エ
スティファーム 476＋ 22：19．53	 276．4�

11 モンドグロッソ 牡3鹿 56
53 ▲野中悠太郎�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 460－ 42：19．82 304．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，179，100円 複勝： 56，903，200円 枠連： 23，254，200円
馬連： 74，712，100円 馬単： 33，851，300円 ワイド： 50，388，100円
3連複： 99，522，700円 3連単： 115，996，300円 計： 491，807，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 240円 � 270円 � 320円 枠 連（7－8） 1，470円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，480円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 12，120円 3 連 単 ��� 65，590円

票 数

単勝票数 計 371791 的中 � 40829（4番人気）
複勝票数 計 569032 的中 � 65694（4番人気）� 55399（6番人気）� 43210（7番人気）
枠連票数 計 232542 的中 （7－8） 12219（7番人気）
馬連票数 計 747121 的中 �� 20971（14番人気）
馬単票数 計 338513 的中 �� 4583（28番人気）
ワイド票数 計 503881 的中 �� 12751（15番人気）�� 8717（19番人気）�� 6091（27番人気）
3連複票数 計 995227 的中 ��� 6156（46番人気）
3連単票数 計1159963 的中 ��� 1282（230番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．3―37．1―50．0―1：03．1―1：16．0―1：28．6―1：41．1―1：52．7―2：04．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．7
1
3
16，3（2，8）1（4，13）（15，5，14）（6，7）11（9，10，12）・（16，8）（3，13）（2，14，7，12）（4，15，5）6，9，10－1，11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロードジパング �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ホークアタック デビュー 2017．7．9 福島6着

2015．3．29生 牡3栗 母 ミルフォードスバル 母母 グリーンサムナー 10戦1勝 賞金 9，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 カプレーゼケーキ号・ショウナンワダツミ号・バトルハクオウ号・フォルミダーブル号
※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。

06018 2月25日 曇 良 （30中山2）第2日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （芝・右）

牝，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

34 メサルティム 牝3鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 426＋ 61：49．8 17．1�
69 シャドウアイランド 牝3鹿 54 田辺 裕信飯塚 知一氏 藤沢 和雄 新ひだか 前川 正美 446－ 21：50．01� 4．3�
711 ノーブルアース 牝3黒鹿54 北村 宏司吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 466＋ 8 〃 クビ 16．4�
46 エフティアテナ 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 432＋ 6 〃 アタマ 5．8�
22 ガールズバンド 牝3鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 450－ 61：50．42� 12．3�
712 ス ピ ア ー ノ 牝3黒鹿54 松岡 正海清水 正江氏 池上 昌和 日高 荒井ファーム 448＋ 8 〃 クビ 105．1	
814 ミカリーニョ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 〃 アタマ 6．9

813 エアシンフォニー 牝3鹿 54 M．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 460－ 61：50．5� 4．4�
57 スズカフェラリー 牝3鹿 54 三浦 皇成永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 420－ 21：50．71� 8．7
11 バケットリスト 牝3鹿 54

52 △武藤 雅宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 464＋ 2 〃 アタマ 6．9�
33 パワースピネル 牝3鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 増本牧場 412－101：51．01� 792．8�
610 トーセンウィナー 牝3栗 54 大野 拓弥島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 468－ 4 〃 ハナ 139．1�
45 � ハ ナ ザ カ リ 牝3黒鹿54 柴田 大知岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田牧場 468＋ 21：51．21� 312．0�
58 サンダベンポート 牝3鹿 54 小島 太一加藤 信之氏 中野 栄治 むかわ 真壁 信一 B408± 01：53．8大差 642．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，653，300円 複勝： 76，661，400円 枠連： 20，472，900円
馬連： 99，866，200円 馬単： 42，158，300円 ワイド： 62，223，200円
3連複： 125，714，900円 3連単： 152，551，100円 計： 629，301，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 440円 � 180円 � 430円 枠 連（3－6） 4，080円

馬 連 �� 4，110円 馬 単 �� 10，070円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 3，110円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 15，490円 3 連 単 ��� 108，850円

票 数

単勝票数 計 496533 的中 � 23146（9番人気）
複勝票数 計 766614 的中 � 39668（9番人気）� 137479（1番人気）� 41090（8番人気）
枠連票数 計 204729 的中 （3－6） 3885（18番人気）
馬連票数 計 998662 的中 �� 18805（21番人気）
馬単票数 計 421583 的中 �� 3137（49番人気）
ワイド票数 計 622232 的中 �� 10112（23番人気）�� 5032（36番人気）�� 14995（17番人気）
3連複票数 計1257149 的中 ��� 6083（70番人気）
3連単票数 計1525511 的中 ��� 1016（443番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．5―12．8―12．1―12．2―12．1―11．6―11．8

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

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

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

勝馬の
紹 介

メサルティム �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．9．18 阪神3着

2015．3．24生 牝3鹿 母 ピンクアリエス 母母 ピノシェット 3戦2勝 賞金 14，000，000円



06019 2月25日 曇 良 （30中山2）第2日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時30分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上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

612 グッドラックサマー 牡4栗 56 横山 和生澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 554－ 21：55．2 1．8�
815 リンガスネオ �4黒鹿56 田辺 裕信伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 468－121：56．05 24．0�
713 グレイスニコ 牝4栗 54 田中 勝春島川 �哉氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 468－ 41：56．1	 5．5�
816 ピアノイッチョウ 牝4黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎小林 祥晃氏 尾形 充弘 浦河 中神牧場 532＋ 41：56．2
 8．5�
48 プリエンプト 牝4栗 54 F．ミナリク �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 476－ 2 〃 アタマ 30．7	

（独）

510 ポルトドレーヴ �5鹿 57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 462＋161：56．3	 33．4

714 セ ラ フ ァ ン 牝4鹿 54

53 ☆井上 敏樹小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 490± 01：57．15 267．4�
11 レッドアーサー 牡4黒鹿 56

54 △武藤 雅 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 462－ 21：57．3
 13．6
12 � ショウナンハドル 牡4黒鹿56 内田 博幸国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 松本牧場 470－ 71：57．72	 52．5�
23 ドラゴンホマレ 牝4青鹿54 大野 拓弥窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 アタマ 101．8�
36 ビーチマリカ 牝4芦 54 M．デムーロ谷掛 龍夫氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 490＋141：57．91	 7．2�
35 � シチテンハッキ 牝4鹿 54 柴田 善臣 H.F Association 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 454＋ 61：58．53	 219．2�
59 ロジブリランテ 牡4黒鹿56 戸崎 圭太久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 542－ 61：58．71 17．5�
24 カシノランド 牡6黒鹿57 大庭 和弥柏木 務氏 二本柳俊一 日高 日西牧場 474＋281：59．87 277．0�
47 ディアチャイブ 牝4鹿 54 江田 照男ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 472－ 62：00．22	 199．2�
611� シルバーコンパス 牝4芦 54 松岡 正海杉浦 和也氏 的場 均 安平 ノーザンファーム 532－ 22：00．94 232．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，025，700円 複勝： 74，405，900円 枠連： 21，826，300円
馬連： 102，850，100円 馬単： 48，059，200円 ワイド： 58，071，900円
3連複： 126，820，200円 3連単： 177，043，500円 計： 654，102，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 390円 � 140円 枠 連（6－8） 580円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 770円 �� 220円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 13，090円

票 数

単勝票数 計 450257 的中 � 191620（1番人気）
複勝票数 計 744059 的中 � 341064（1番人気）� 23218（7番人気）� 107765（2番人気）
枠連票数 計 218263 的中 （6－8） 29051（2番人気）
馬連票数 計1028501 的中 �� 32419（8番人気）
馬単票数 計 480592 的中 �� 11049（10番人気）
ワイド票数 計 580719 的中 �� 17419（8番人気）�� 82421（1番人気）�� 10134（16番人気）
3連複票数 計1268202 的中 ��� 32672（7番人気）
3連単票数 計1770435 的中 ��� 9799（40番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―13．2―13．1―12．6―13．0―13．0―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―38．0―51．1―1：03．7―1：16．7―1：29．7―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．5
1
3
14，12，15－13，3（7，8）（4，9）6（5，10）2（11，16）1
14，12－（15，8）13（3，9）10（7，4）（6，5，16）－1（2，11）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グッドラックサマー �
�
父 サマーバード �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．4．2 中山6着

2014．3．22生 牡4栗 母 バックアタック 母母 ビッグハート 9戦2勝 賞金 21，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルバーコンパス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月25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） 2頭 ハートオブスワロー号・ビルトアゲン号
（非抽選馬） 1頭 メダーリアフレイム号
※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。

06020 2月25日 曇 良 （30中山2）第2日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分 （芝・右・外）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

59 アルトリウス 牡4鹿 57
55 △武藤 雅�G1レーシング 藤沢 和雄 安平 追分ファーム B482＋101：35．2 4．1�

612 ヴィータファン �5鹿 57 石橋 脩猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 470± 0 〃 クビ 29．7�
11 エクストラファイン 牝6黒鹿55 勝浦 正樹 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 472＋121：35．3クビ 23．0�
24 	 トリリオネア 牡4鹿 57 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 英 Darley 460－ 61：35．4
 6．0�
611 クインズサン 牡5青 57

54 ▲野中悠太郎 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 日進牧場 466＋14 〃 クビ 7．2�
510 レッドルチア 牝4黒鹿55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 408－ 41：35．5クビ 4．2	
47 スーパーブレイク 牡4黒鹿57 F．ミナリク堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 462－ 2 〃 クビ 19．5


（独）

35 ツ ヅ ク 牝4鹿 55 松岡 正海清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 448－ 21：35．6
 156．6�
713 サンアンカレッジ 牡4栗 57 蛯名 正義 �加藤ステーブル 岩戸 孝樹 日高 神島 芳仁 492± 0 〃 クビ 66．6�
36 タイキラトナンジュ 牡6鹿 57 三浦 皇成大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 468＋ 81：35．7クビ 39．9�
48 アルチレイロ �4青鹿57 田辺 裕信髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 452± 01：35．8� 58．8�
23 ロンバルディア 牡6鹿 57 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 476＋ 41：35．9
 58．9�
816 サ ル ダ ー ナ 牝4鹿 55 戸崎 圭太 シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 4 〃 ハナ 7．6�
714 シュンクルーズ 牡6黒鹿57 武士沢友治村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 466＋ 8 〃 クビ 336．6�
815 ニシノストーリー 牝4黒鹿 55

54 ☆井上 敏樹西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 412± 0 〃 同着 128．4�
12 レーヌジャルダン 牝4鹿 55 大野 拓弥 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 450＋ 41：36．21� 8．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，022，400円 複勝： 72，604，200円 枠連： 28，679，000円
馬連： 105，074，600円 馬単： 44，994，500円 ワイド： 66，435，600円
3連複： 133，722，400円 3連単： 161，601，500円 計： 657，134，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 200円 � 740円 � 560円 枠 連（5－6） 690円

馬 連 �� 8，130円 馬 単 �� 13，470円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 1，650円 �� 6，200円

3 連 複 ��� 41，470円 3 連 単 ��� 219，810円

票 数

単勝票数 計 440224 的中 � 84418（1番人気）
複勝票数 計 726042 的中 � 120011（2番人気）� 22190（9番人気）� 30202（8番人気）
枠連票数 計 286790 的中 （5－6） 32164（1番人気）
馬連票数 計1050746 的中 �� 10010（25番人気）
馬単票数 計 449945 的中 �� 2505（44番人気）
ワイド票数 計 664356 的中 �� 6482（29番人気）�� 10584（16番人気）�� 2719（56番人気）
3連複票数 計1337224 的中 ��� 2418（114番人気）
3連単票数 計1616015 的中 ��� 533（601番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．5―47．5―59．5―1：11．6―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

アルトリウス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．8．21 札幌3着

2014．1．28生 牡4鹿 母 レ ジ ネ ッ タ 母母 アスペンリーフ 9戦2勝 賞金 22，012，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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） 2頭 ベストティアーズ号・ボクハチャーリー号
（非抽選馬） 2頭 エバープリンセス号・コマノレジーナ号
※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。



06021 2月25日 曇 良 （30中山2）第2日 第9競走 ��
��1，200�

お う ば い

黄 梅 賞
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

79 カイザーメランジェ 牡3鹿 56 田辺 裕信友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 460－ 21：09．1 10．2�
710 ラストプリマドンナ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 428－ 41：09．2� 1．4�
55 セイウンミツコ 牝3黒鹿54 三浦 皇成西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 440＋ 21：09．3� 11．9�
22 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 478± 01：09．72� 5．2�
67 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 454＋ 2 〃 クビ 23．0�
33 イランカラプテ 牝3栗 54 横山 和生�ミルファーム 小野 次郎 日高 坂東ファーム 404－ 21：09．8クビ 138．1	
68 	 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 432－ 2 〃 クビ 356．8

812 ケイアイマリブ 牡3鹿 56 北村 宏司亀田 和弘氏 和田 正道 新冠 新冠橋本牧場 466－ 4 〃 アタマ 17．1�
811 ニシノアスカ 牝3青鹿54 武藤 雅西山 茂行氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 406－ 21：09．9� 28．4�
56 ア ー ヒ ラ 牝3芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 428＋ 21：10．0� 111．3
44 ジ ス モ ン ダ 牝3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 464－ 4 〃 アタマ 492．3�
11 オータムヘイロー 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行�Basic 田島 俊明 新ひだか 見上牧場 432－ 41：10．1� 28．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 49，112，600円 複勝： 165，443，600円 枠連： 23，800，400円
馬連： 116，549，800円 馬単： 77，302，000円 ワイド： 62，193，000円
3連複： 146，481，500円 3連単： 314，765，500円 計： 955，648，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 200円 � 110円 � 190円 枠 連（7－7） 600円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 340円 �� 990円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 11，200円

票 数

単勝票数 計 491126 的中 � 38229（3番人気）
複勝票数 計1654436 的中 � 55112（4番人気）� 1276033（1番人気）� 61552（3番人気）
枠連票数 計 238004 的中 （7－7） 30460（4番人気）
馬連票数 計1165498 的中 �� 156823（2番人気）
馬単票数 計 773020 的中 �� 28972（8番人気）
ワイド票数 計 621930 的中 �� 49178（3番人気）�� 14207（11番人気）�� 55634（2番人気）
3連複票数 計1464815 的中 ��� 71033（5番人気）
3連単票数 計3147655 的中 ��� 20370（42番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．2―11．7―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．0―45．7―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カイザーメランジェ �
�
父 サクラオリオン �

�
母父 サクラプレジデント デビュー 2017．10．15 新潟14着

2015．4．29生 牡3鹿 母 サクラジュレップ 母母 サクラブルース 7戦1勝 賞金 10，280，000円
［他本会外：1戦1勝］

06022 2月25日 曇 良 （30中山2）第2日 第10競走 ��
��1，200�ブラッドストーンステークス

発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

66 ハ ッ ト ラ ブ 牝4鹿 55 横山 典弘服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 476－ 41：11．3 3．4�
33 レ レ マ ー マ 牡6栗 57 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B536＋ 61：11．72� 3．4�
55 コパノリスボン 牡5栗 57 田辺 裕信小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 506－ 6 〃 ハナ 7．1�
11 アシャカダイキ 牝4鹿 55 石橋 脩吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：11．91	 6．0�
810 ヒカリマサムネ 牡8栗 57 江田 照男�ヒカリクラブ 池上 昌和 日高 中川牧場 458－101：12．0� 95．0�
78 ス ミ レ 牝5鹿 55 F．ミナリク林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム B460± 0 〃 アタマ 13．9	

（独）

22 クワドループル 牡6黒鹿57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504± 01：12．21	 25．8


89 モズワッショイ 牝5黒鹿55 北村 宏司 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 424－10 〃 クビ 20．0�
44 
 インディーズゲーム 牡10鹿 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 488＋ 21：12．51� 45．9�
77 スズカグラーテ 牝4黒鹿55 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 458－ 41：12．92� 5．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 56，303，700円 複勝： 68，324，500円 枠連： 26，924，600円
馬連： 148，134，100円 馬単： 68，283，900円 ワイド： 75，660，400円
3連複： 177，462，800円 3連単： 288，563，100円 計： 909，657，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 140円 � 170円 枠 連（3－6） 660円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 290円 �� 430円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 6，250円

票 数

単勝票数 計 563037 的中 � 132209（1番人気）
複勝票数 計 683245 的中 � 125213（2番人気）� 134181（1番人気）� 91114（4番人気）
枠連票数 計 269246 的中 （3－6） 31154（1番人気）
馬連票数 計1481341 的中 �� 162660（1番人気）
馬単票数 計 682839 的中 �� 38745（1番人気）
ワイド票数 計 756604 的中 �� 70540（1番人気）�� 44056（5番人気）�� 40227（6番人気）
3連複票数 計1774628 的中 ��� 101906（2番人気）
3連単票数 計2885631 的中 ��� 33469（8番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．6―12．1―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．6―46．7―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ッ ト ラ ブ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．8．27 札幌3着

2014．4．27生 牝4鹿 母 ミルルーテウス 母母 ミルレーサー 9戦4勝 賞金 47，838，000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。

２レース目



06023 2月25日 曇 良 （30中山2）第2日 第11競走 ��
��1，800�第92回中 山 記 念（ＧⅡ）

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

千葉県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 700，000円 200，000円 100，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

55 ウインブライト 牡4芦 56 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 474－ 61：47．6 5．3�
810 アエロリット 牝4芦 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 504＋18 〃 クビ 7．4�
78 マルターズアポジー 牡6鹿 56 柴田 善臣藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 528＋ 6 〃 アタマ 14．1�
22 � サクラアンプルール 牡7栗 57 蛯名 正義�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 490－ 41：47．81	 7．1�
44 ペルシアンナイト 牡4黒鹿57 M．デムーロ�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 482－ 61：47．9クビ 2．1	
77 ディサイファ 牡9鹿 56 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 2 〃 クビ 36．1

89 � ショウナンバッハ 牡7鹿 56 戸崎 圭太国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 B452± 01：48．0
 45．5�
33 ヴ ィ ブ ロ ス 牝5青 56 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 436± 01：48．1クビ 6．4�
11 マイネルサージュ 牡6鹿 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 502＋ 2 〃 クビ 141．6
66 マイネルハニー 牡5鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 478－ 61：48．63 18．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 302，643，000円 複勝： 298，806，300円 枠連： 106，012，800円 馬連： 843，514，900円 馬単： 424，868，600円
ワイド： 392，167，200円 3連複： 1，133，712，300円 3連単： 2，493，747，000円 5重勝： 680，256，800円 計： 6，675，728，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 270円 � 460円 枠 連（5－8） 1，880円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，380円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 8，640円 3 連 単 ��� 41，500円

5 重 勝
対象競走：阪神10R／中山10R／小倉11R／阪神11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 4，714，650円

票 数

単勝票数 計3026430 的中 � 449583（2番人気）
複勝票数 計2988063 的中 � 476197（2番人気）� 279912（5番人気）� 143201（7番人気）
枠連票数 計1060128 的中 （5－8） 43576（7番人気）
馬連票数 計8435149 的中 �� 329957（9番人気）
馬単票数 計4248686 的中 �� 83143（14番人気）
ワイド票数 計3921672 的中 �� 143008（8番人気）�� 72277（17番人気）�� 57431（21番人気）
3連複票数 計11337123 的中 ��� 98406（32番人気）
3連単票数 計24937470 的中 ��� 43558（143番人気）
5重勝票数 計6802568 的中 ����� 101

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．2―47．7―59．2―1：11．0―1：23．2―1：35．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインブライト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2016．6．26 東京6着

2014．5．12生 牡4芦 母 サマーエタニティ 母母 オールフォーゲラン 12戦5勝 賞金 195，158，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりウインブライト号は，大阪杯（GⅠ）競走に優先出走できる。

06024 2月25日 曇 良 （30中山2）第2日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走16時25分 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

612� メイショウオルソ 牡5黒鹿 57
55 △武藤 雅松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 518＋ 41：11．7 5．6�

510 タイセイラナキラ 牝5栗 55 北村 宏司田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 藤春 修二 508－10 〃 クビ 19．5�
23 シルバーストーン 牡4芦 57 内田 博幸峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 498－ 41：11．8クビ 11．1�
815 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 B514＋ 2 〃 クビ 45．4�
35 ブレイヴバローズ 牡4黒鹿57 M．デムーロ猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 478－ 41：12．01� 3．1�
714 ダブルコーク 牡7黒鹿57 蛯名 正義�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 488－ 81：12．1クビ 7．5	
48 パッシングブリーズ 牡7鹿 57 三浦 皇成三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 486－ 2 〃 クビ 30．8

11 タケルラグーン 牡6鹿 57 戸崎 圭太森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 B490＋ 21：12．42 6．4�
59 セクシーボーイ 牡7鹿 57 田辺 裕信 �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 B486± 0 〃 ハナ 22．8�
47 ツウローゼズ 牝6黒鹿55 柴田 大知鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 494＋ 61：12．5クビ 209．1
24 � 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± 0 〃 クビ 162．9�
36 タマモコーラス 牝4黒鹿55 石橋 脩タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 曾我 博 442－121：12．6クビ 6．2�
12 メイショウカイモン �7鹿 57 木幡 初広松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 480－ 6 〃 クビ 46．1�
816 ウサギノカケアシ 牡6芦 57

54 ▲野中悠太郎桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 482－161：13．02	 63．0�
611 トップアドバンス 牡7鹿 57 F．ミナリク柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 488－ 61：13．1クビ 86．5�
（独）

713 サノノショウグン 牡4栗 57 大野 拓弥佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 458－ 81：14．37 127．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 114，019，800円 複勝： 133，902，800円 枠連： 74，804，600円
馬連： 278，367，200円 馬単： 111，797，100円 ワイド： 163，924，300円
3連複： 381，575，500円 3連単： 523，601，500円 計： 1，781，992，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 230円 � 460円 � 290円 枠 連（5－6） 3，490円

馬 連 �� 5，800円 馬 単 �� 9，380円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 1，170円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 21，200円 3 連 単 ��� 95，690円

票 数

単勝票数 計1140198 的中 � 161798（2番人気）
複勝票数 計1339028 的中 � 168951（3番人気）� 68085（7番人気）� 122905（6番人気）
枠連票数 計 748046 的中 （5－6） 16583（14番人気）
馬連票数 計2783672 的中 �� 37182（21番人気）
馬単票数 計1117971 的中 �� 8939（35番人気）
ワイド票数 計1639243 的中 �� 23123（20番人気）�� 36998（14番人気）�� 12395（37番人気）
3連複票数 計3815755 的中 ��� 13495（70番人気）
3連単票数 計5236015 的中 ��� 3967（285番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―12．1―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．7―46．8―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．0
3 ・（5，10）（3，6）13，12（2，14，15）（7，8）－（1，16，9）－（4，11） 4 ・（5，10）（3，6）（13，12）（2，14，15）（7，8）9（1，16）4，11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�メイショウオルソ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンスインザダーク

2013．4．4生 牡5黒鹿 母 マ ミ モ ナ 母母 マイミッシェル 15戦2勝 賞金 28，640，000円
初出走 JRA

※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 ローレルジャック号
※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。

５レース目



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

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173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

283，890，000円
19，010，000円
1，740，000円
34，380，000円
70，133，000円
4，668，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
830，972，200円
1，136，518，600円
391，961，000円
2，033，291，800円
984，012，700円
1，106，313，100円
2，685，701，400円
4，675，929，800円
680，256，800円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 14，524，957，400円

総入場人員 24，421名 （有料入場人員 22，293名）
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