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06037 3月4日 晴 良 （30中山2）第4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）

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

35 ハービンマオ 牝3栗 54 松岡 正海森口�一郎氏 中舘 英二 登別 登別上水牧場 450＋ 21：57．2 7．5�
611 エ ナ グ リ ン 牡3栗 56 北村 宏司宮原 廣伸氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 472－ 41：57．83� 100．3�
48 リアルモンテ 牡3鹿 56 藤岡 佑介伊藤 誠吉氏 中川 公成 日高 広中 稔 464－ 6 〃 ハナ 36．6�
11 トーセンモナルカ 牡3黒鹿56 内田 博幸島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 482＋ 21：58．12 1．8�
59 シ モ ン ズ 牡3芦 56 柴田 善臣嶋田 賢氏 和田 勇介 新ひだか 山口 忠彦 470－ 61：58．2クビ 77．5�
510 トーアスサノオー 牡3栗 56 江田 照男高山ランド	 星野 忍 豊浦トーア牧場 454－ 61：58．41� 67．3

816 ダイワウェッジ 牡3鹿 56 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 500± 0 〃 アタマ 439．3�
36 ハタノレジーナ 牝3青鹿54 勝浦 正樹 �グッドラック・ファーム 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 444± 01：58．82� 48．4
12 イクヨロブロイ 牡3黒鹿56 田中 勝春太陽光	 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 480± 0 〃 クビ 346．9�
713 グ ラ ー ヌ ス 牡3黒鹿56 田辺 裕信永野 雄介氏 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 448± 01：59．33 6．3�
612 ヒ ズ ラ イ フ 牡3鹿 56 三浦 皇成�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 494－ 21：59．4クビ 5．3�
815 スガノスマイル 牡3鹿 56 柴田 大知菅原富美子氏 粕谷 昌央 新ひだか 田上 徹 484＋ 81：59．61� 12．2�
24 ヤマタケクッキー 牝3鹿 54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 日高 川端 正博 492－ 41：59．7� 89．5�
23 テイエムフリーオー 牡3青鹿56 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 中地 義次 B478＋ 41：59．9� 68．8�
47 ヒーロークライシス 牡3青鹿56 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B508－142：00．85 28．8�
714 プラチナウィーク 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎平本 敏夫氏 大江原 哲 浦河 鎌田 正嗣 494－182：05．2大差 179．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，526，300円 複勝： 50，073，100円 枠連： 16，224，600円
馬連： 65，292，500円 馬単： 36，914，400円 ワイド： 43，834，200円
3連複： 90，020，800円 3連単： 122，274，300円 計： 456，160，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 360円 � 1，790円 � 870円 枠 連（3－6） 1，730円

馬 連 �� 23，490円 馬 単 �� 37，060円

ワ イ ド �� 5，340円 �� 2，750円 �� 14，380円

3 連 複 ��� 125，020円 3 連 単 ��� 714，910円

票 数

単勝票数 計 315263 的中 � 33319（4番人気）
複勝票数 計 500731 的中 � 40773（4番人気）� 6836（12番人気）� 14634（7番人気）
枠連票数 計 162246 的中 （3－6） 7257（7番人気）
馬連票数 計 652925 的中 �� 2154（41番人気）
馬単票数 計 369144 的中 �� 747（69番人気）
ワイド票数 計 438342 的中 �� 2114（40番人気）�� 4156（25番人気）�� 779（70番人気）
3連複票数 計 900208 的中 ��� 540（173番人気）
3連単票数 計1222743 的中 ��� 124（871番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―13．0―13．6―13．1―12．7―13．2―13．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．7―51．3―1：04．4―1：17．1―1：30．3―1：43．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．1
1
3
8，10，16，15（4，12）7，13－6，14（3，11）9（5，1）2・（8，10）15－（16，13，1）（4，5）12，11，6，9（7，3）－（2，14）

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

勝馬の
紹 介

ハービンマオ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2017．11．19 東京5着

2015．4．2生 牝3栗 母 ダンシングマオ 母母 エスカビオーサ 4戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 ヤマタケクッキー号の騎手岩部純二は，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：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プラチナウィーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月4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。
（非当選馬） 1頭 トサイチ号
（非抽選馬） 3頭 サンマルスター号・ニシノエクレール号・ハイタイド号

06038 3月4日 晴 良 （30中山2）第4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

714 ブラウローゼット 牡3青鹿56 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新ひだか 加野牧場 B484－ 21：13．4 4．3�
510 ヴ ィ ー ダ 牡3栗 56 柴田 大知中村 広樹氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 432± 01：13．71� 4．9�
612 セグレートシチー 牡3栗 56 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B502－101：13．8� 7．9�
815 パズルリンクス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 436＋ 2 〃 クビ 2．3�
48 キャルファースト 牡3栗 56 三浦 皇成里見 治紀氏 萩原 清 新ひだか タガミファーム 462－101：14．22� 26．4	
611 スガノインディ 牡3鹿 56 松田 大作菅原富美子氏 松山 将樹 新冠 マリオステー

ブル 490＋26 〃 アタマ 61．8

23 コトブキハウンド 牡3鹿 56 横山 典弘尾上 松壽氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 482－ 21：14．62� 11．4�
36 トキノカサドール 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 434＋ 21：15．34 41．9�
59 ゴールデンボーイ 	3鹿 56 内田 博幸古賀 慎一氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 422－ 41：15．61� 80．0
816
 マッチョベリー 牝3芦 54

52 △武藤 雅栗山 良子氏 上原 博之 米 Lansdowne Thor-
oughbreds, LLC 478－ 81：15．7クビ 48．1�

12 キョウエイダブリン 牝3青 54 勝浦 正樹田中 晴夫氏 伊藤 大士 新冠 スカイビーチステーブル 440－ 41：16．02 403．8�
713 チャオドリン 牡3栗 56 江田 照男加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか グランド牧場 458－ 41：16．1� 88．9�
35 ポイズンピル 牡3鹿 56 杉原 誠人田頭 勇貴氏 根本 康広 新冠 安達 洋生 440－ 81：16．2� 443．4�
11 オ ウ ガ 	3栗 56 F．ミナリク西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 452 ―1：16．73 29．9�

（独）

47 レッセフェール 牝3鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌和 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 61：16．91� 287．1�

24 ペイシャプレゼント 牝3黒鹿54 長岡 禎仁北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 410± 01：17．0クビ 57．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，432，500円 複勝： 44，376，400円 枠連： 16，707，100円
馬連： 64，765，800円 馬単： 32，277，700円 ワイド： 45，105，500円
3連複： 89，122，200円 3連単： 105，599，300円 計： 427，386，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 160円 � 240円 枠 連（5－7） 760円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 400円 �� 550円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 10，560円

票 数

単勝票数 計 294325 的中 � 53801（2番人気）
複勝票数 計 443764 的中 � 70421（3番人気）� 80806（2番人気）� 40168（4番人気）
枠連票数 計 167071 的中 （5－7） 16820（3番人気）
馬連票数 計 647658 的中 �� 57499（3番人気）
馬単票数 計 322777 的中 �� 14911（5番人気）
ワイド票数 計 451055 的中 �� 30580（3番人気）�� 20744（6番人気）�� 16819（7番人気）
3連複票数 計 891222 的中 ��� 27915（6番人気）
3連単票数 計1055993 的中 ��� 7248（24番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―11．8―12．2―13．0―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラウローゼット �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2017．8．13 新潟17着

2015．4．29生 牡3青鹿 母 ブーケドロゼブルー 母母 イセノトウショウ 8戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8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） 7頭 エースロッカー号・スリーミニオン号・ダイダラボッチ号・ノボサプライズ号・フチコマ号・ペイシャオブライフ号・

ユメイチズ号
※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４日



06039 3月4日 晴 良 （30中山2）第4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）

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
1：48．5
1：47．8

重
重

23 レオアルティメット 牡3栗 56 江田 照男�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 530 ―1：59．3 41．1�
714 ロ ブ ラ リ ア 牝3栗 54 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 464 ―1：59．61� 10．2�
815 サ ン ベ ン ド 牡3鹿 56 松岡 正海 �加藤ステーブル 小島 茂之 新冠 ラツキー牧場 476 ―1：59．7� 6．2�
713 ロジフレンチ 牡3鹿 56 内田 博幸久米田正明氏 国枝 栄 新冠 飛渡牧場 516 ― 〃 クビ 9．4�
12 ミンデンユウカ 牝3黒鹿54 大野 拓弥松田 整二氏 新開 幸一 日高 野島牧場 510 ―2：00．12� 4．7�
816 ユキノアンビシャス 牡3鹿 56 西村 太一井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 482 ―2：00．74 52．8	
612 ハッピーメモリアル 牝3鹿 54 柴田 大知 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 470 ―2：00．91 26．0

510 オープニングアクト 牡3栗 56 津村 明秀�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 502 ― 〃 クビ 12．0�
48 ネオヴァラドン 牝3栗 54 長岡 禎仁小林 仁幸氏 中舘 英二 日高 白井牧場 458 ―2：01．64 55．7�
24 クラシーヴァ 牝3鹿 54 福永 祐一平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 480 ― 〃 アタマ 3．7
47 アースグロウ 牝3鹿 54 石橋 脩林 正道氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 426 ― 〃 ハナ 31．1�
36 トーセンレオ 牡3栗 56 菅原 隆一島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 538 ―2：01．7アタマ 7．1�
11 ハリケーンズアイ 牡3黒鹿56 武士沢友治会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 500 ―2：02．12� 85．5�
59 クラシックバイオ 牝3黒鹿54 伴 啓太バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 468 ―2：04．5大差 36．3�
611 グレースジョワ 牝3芦 54 丸田 恭介田畑 利彦氏 石毛 善彦 日高 Shall Farm 454 ―2：06．8大差 178．6�
35 アイリーデイ 牝3鹿 54 田中 勝春増田 恒次氏 天間 昭一 新冠 山岡牧場 480 ― （競走中止） 99．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，319，200円 複勝： 38，793，800円 枠連： 19，091，100円
馬連： 58，402，800円 馬単： 27，700，900円 ワイド： 38，433，400円
3連複： 76，574，800円 3連単： 82，520，000円 計： 370，836，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，110円 複 勝 � 930円 � 280円 � 260円 枠 連（2－7） 800円

馬 連 �� 27，730円 馬 単 �� 71，390円

ワ イ ド �� 5，890円 �� 4，490円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 41，790円 3 連 単 ��� 360，400円

票 数

単勝票数 計 293192 的中 � 5694（11番人気）
複勝票数 計 387938 的中 � 9305（11番人気）� 38140（5番人気）� 43716（4番人気）
枠連票数 計 190911 的中 （2－7） 18364（1番人気）
馬連票数 計 584028 的中 �� 1632（66番人気）
馬単票数 計 277009 的中 �� 291（143番人気）
ワイド票数 計 384334 的中 �� 1651（59番人気）�� 2177（49番人気）�� 8584（14番人気）
3連複票数 計 765748 的中 ��� 1374（126番人気）
3連単票数 計 825200 的中 ��� 166（943番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―13．8―14．3―13．8―13．7―12．7―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―38．8―53．1―1：06．9―1：20．6―1：33．3―1：46．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F38．7
1
3
3（4，7）2，15（6，9，16）（8，11，14）－10－（5，12）1－13・（3，14）4，15，13（2，7，16）10（6，9）（8，12）11，1＝5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レオアルティメット �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 タバスコキャット 初出走

2015．3．13生 牡3栗 母 ユキノチャンプ 母母 サラトガビューティ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 アイリーデイ号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレースジョワ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月4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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アイアムオパール号・カゼニタツ号・コトブキポインター号・シールート号・ディーズエフォート号・ビドウ号・

ブルービューティ号・プレシャステソーロ号・ブローインバブルス号・マイネルトワイス号・マチコウバ号・
ムーンケリー号・ロンサール号

06040 3月4日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30中山2）第4日 第4競走 ��3，200�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

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700万円毎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3：31．0良・良

610 ディライトフル �7鹿 60 白浜 雄造�ノースヒルズ 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 83：34．4 6．0�

712 シゲルボスザル 牡4黒鹿59 植野 貴也森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下
ファーム 460－ 43：35．03� 52．0�

814� エアカーディナル 牡7鹿 60 高田 潤 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 486－103：35．32 22．2�
711 ゼンノトライブ 牡5黒鹿61 難波 剛健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 448＋ 43：35．83 3．2�
34 マイネルピクトル 牡7鹿 62 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新ひだか 大典牧場 518＋ 83：36．65 13．9�
57 タガノアーバニティ 牡5栗 60 林 満明八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494－183：36．92 17．2	
45 エイシンフランキー 牡7芦 61 森 一馬�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 498－ 43：37．32� 29．9

22 マサノハヤテ 牡4黒鹿59 金子 光希猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 498－ 6 〃 ハナ 111．1�
69 ミヤジタイガ 牡8鹿 61 小坂 忠士曽我 司氏 武 幸四郎 日高 白井牧場 498－103：38．04 2．6�
11 プレジールシチー 牡7黒鹿60 江田 勇亮 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 502＋ 43：38．95 33．9
46 マイネルゼーラフ 牡7青鹿60 草野 太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 512－ 23：39．0� 211．3�
33 � ゴールドバンカー 牡6栗 60 石神 深一磯波 勇氏 伊藤 正徳 登別 登別上水牧場 454－ 2 〃 クビ 128．7�
58 � ゴ ー ス ル ー 牡8鹿 60 大江原 圭 �静内白井牧場 大江原 哲 新ひだか 橋本牧場 482± 03：40．38 256．1�
813 メイショウタカモリ 牡4芦 59 平沢 健治松本 好雄氏 中村 均 浦河 日の出牧場 494－103：40．4クビ 8．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，979，700円 複勝： 34，444，100円 枠連： 18，140，900円
馬連： 52，977，400円 馬単： 28，174，200円 ワイド： 34，698，100円
3連複： 77，294，700円 3連単： 102，393，100円 計： 376，102，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 260円 � 930円 � 520円 枠 連（6－7） 330円

馬 連 �� 14，450円 馬 単 �� 20，200円

ワ イ ド �� 4，260円 �� 2，370円 �� 7，470円

3 連 複 ��� 69，840円 3 連 単 ��� 335，900円

票 数

単勝票数 計 279797 的中 � 36849（3番人気）
複勝票数 計 344441 的中 � 39631（4番人気）� 8734（10番人気）� 16861（7番人気）
枠連票数 計 181409 的中 （6－7） 41539（1番人気）
馬連票数 計 529774 的中 �� 2840（35番人気）
馬単票数 計 281742 的中 �� 1046（54番人気）
ワイド票数 計 346981 的中 �� 2096（38番人気）�� 3827（25番人気）�� 1187（47番人気）
3連複票数 計 772947 的中 ��� 830（122番人気）
3連単票数 計1023931 的中 ��� 221（609番人気）
上り 1マイル 1：48．3 4F 51．9－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディライトフル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2014．3．2 阪神3着

2011．2．7生 �7鹿 母 ラスティックフレイム 母母 Soviet Artic 障害：2戦2勝 賞金 21，300，000円
〔制裁〕 ゴールドバンカー号の調教師伊藤正徳は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

エイシンフランキー号の騎手森一馬は，後検量について注意義務を怠り過怠金30，000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） 1頭 ジュールドトネール号
（非抽選馬） 3頭 サウンドギャツビー号・サトノセレリティ号・スズカチャンプ号



06041 3月4日 晴 良 （30中山2）第4日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・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
1：44．9
1：43．9

良
良

814 ラブラブラブ 牝3鹿 54 松岡 正海嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 438＋ 21：51．8 7．0�
59 パイオニアバイオ 牝3鹿 54 石橋 脩バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 416－121：51．9� 4．1�
46 エルディアマンテ 牝3栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 418－ 2 〃 ハナ 1．9�
35 カーロバンビーナ 牝3鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 398＋ 2 〃 アタマ 5．0�
712 ニシノフリヒメ 牝3栗 54 内田 博幸西山 茂行氏 的場 均 浦河 谷川牧場 418－ 61：52．11� 88．0	
815 リンディーホップ 牝3青鹿54 横山 典弘 �社台レースホース金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 21：52．31� 66．9

34 ウェディングベール 牝3芦 54 北村 宏司岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 436－121：52．51� 64．3�
11 サーフィンサファリ 牝3鹿 54 大野 拓弥金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 千歳 社台ファーム 456 ―1：52．6� 30．5�
610 トーセンニケ 牝3栗 54 津村 明秀島川 哉氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 424－10 〃 ハナ 35．4�
58 ハローティアラ 牝3黒鹿54 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 浦河 富塚ファーム 470 ― 〃 アタマ 126．0�
611 ウィズデライト 牝3栗 54 勝浦 正樹西村 平氏 田島 俊明 新冠 スカイビーチステーブル 454＋ 6 〃 クビ 113．1�
22 シ ン デ レ ラ 牝3鹿 54 戸崎 圭太エンジェルレーシング� 尾関 知人 浦河 村下農場 442＋ 61：52．81� 25．9�
23 ハヴアサニーデイ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 420－ 61：53．12 336．1�
713 ミサトエルザ 牝3栗 54

52 △武藤 雅戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 426－ 61：53．73� 453．8�
47 サヴォアフェール 牝3鹿 54 田中 勝春青山 洋一氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 414＋ 41：56．9大差 140．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，406，500円 複勝： 90，656，000円 枠連： 18，125，700円
馬連： 79，006，700円 馬単： 46，425，500円 ワイド： 49，088，300円
3連複： 102，433，600円 3連単： 172，253，100円 計： 596，395，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 160円 � 130円 � 110円 枠 連（5－8） 1，520円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 370円 �� 300円 �� 190円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 6，700円

票 数

単勝票数 計 384065 的中 � 43421（4番人気）
複勝票数 計 906560 的中 � 67706（4番人気）� 103981（2番人気）� 529045（1番人気）
枠連票数 計 181257 的中 （5－8） 9229（5番人気）
馬連票数 計 790067 的中 �� 43530（5番人気）
馬単票数 計 464255 的中 �� 11594（11番人気）
ワイド票数 計 490883 的中 �� 29738（5番人気）�� 38422（3番人気）�� 78010（2番人気）
3連複票数 計1024336 的中 ��� 105732（2番人気）
3連単票数 計1722531 的中 ��� 18633（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．0―37．8―51．3―1：04．5―1：17．0―1：28．9―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F34．8
1
3
6，11（4，12）（9，15）10（5，14）1（3，8，13）（2，7）
6（11，12）（4，9，14）（5，15）10（1，8）（3，13）（7，2）

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

勝馬の
紹 介

ラブラブラブ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2017．11．19 東京6着

2015．2．28生 牝3鹿 母 クインズプレイヤー 母母 フレイバーギフト 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サヴォアフェール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月4日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 ラティカ号（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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 グッドモーメント号・ゴルゴンゾーラ号

06042 3月4日 晴 良 （30中山2）第4日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時00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

712� ラムセスバローズ 牡3栗 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 木村 哲也 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

498－ 41：35．3 2．2�
46 エントシャイデン 牡3芦 56 藤岡 佑介前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 81：35．4� 3．3�
11 ゴールドギア 牡3黒鹿 56

54 △武藤 雅有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 470－ 21：35．61	 7．9�
45 シナモンフレイバー 牡3鹿 56 大野 拓弥尾田 信夫氏 久保田貴士 浦河 丸幸小林牧場 496＋ 61：35．7� 6．4�
711 グランドピルエット 牝3鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 486－ 81：35．8� 8．1�
57 リノワールド 牝3栗 54 石橋 脩星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 408－121：36．01 192．4	
33 トーセンクリーガー 牡3栗 56 横山 和生島川 
哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 482－ 41：36．53 30．5�
69 
 トーセンエポナ 牝3鹿 54 松岡 正海島川 
哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 466＋ 21：36．6� 330．4�
34 テイエムチャレンジ 牡3栗 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 498－ 2 〃 クビ 663．0
22 ココロノイコロ 牡3黒鹿56 北村 宏司海谷 幸司氏 高橋 祥泰 新ひだか 谷岡牧場 436－10 〃 アタマ 29．3�
610 マルターズルーメン 牝3栗 54 柴田 善臣藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 404－141：36．91� 55．9�
813 トリプルキセキ 牡3鹿 56 F．ミナリク�LS.M 森 秀行 新ひだか 山際牧場 446－ 51：37．11� 110．9�

（独）

814 マ カ ロ ン 牝3鹿 54
51 ▲野中悠太郎小林 博雄氏 伊藤 正徳 浦河 絵笛牧場 460± 01：37．2� 537．8�

58 スターリバー 牝3栗 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 山田牧場 432－121：38．37 738．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 52，708，900円 複勝： 61，993，000円 枠連： 21，697，700円
馬連： 91，863，800円 馬単： 48，707，900円 ワイド： 53，656，600円
3連複： 107，883，700円 3連単： 164，472，700円 計： 602，984，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 120円 � 170円 枠 連（4－7） 220円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 210円 �� 370円 �� 340円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 2，490円

票 数

単勝票数 計 527089 的中 � 184268（1番人気）
複勝票数 計 619930 的中 � 161244（1番人気）� 139905（2番人気）� 72794（5番人気）
枠連票数 計 216977 的中 （4－7） 75247（1番人気）
馬連票数 計 918638 的中 �� 162466（1番人気）
馬単票数 計 487079 的中 �� 51099（1番人気）
ワイド票数 計 536566 的中 �� 73679（1番人気）�� 33658（6番人気）�� 38310（3番人気）
3連複票数 計1078837 的中 ��� 96936（2番人気）
3連単票数 計1644727 的中 ��� 47825（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．2―12．1―12．4―12．2―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―34．9―47．0―59．4―1：11．6―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F35．9

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

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

勝馬の
紹 介

�ラムセスバローズ �
�
父 Curlin �

�
母父 Dixie Union デビュー 2017．10．21 東京2着

2015．3．22生 牡3栗 母 Devious Intent 母母 Hafifah 4戦2勝 賞金 17，900，000円
※リノワールド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



06043 3月4日 晴 良 （30中山2）第4日 第7競走 ��
��1，200�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，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

36 スズカゴーディー 牡4黒鹿57 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B484－ 61：13．0 3．5�
612 ミッキーワイン 牡4鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム B492± 01：13．31� 8．4�
816 グラスブルース 牡4鹿 57 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B508－ 21：13．61� 7．9�
611 グレーパール 牝5鹿 55 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 502＋ 61：13．92 4．3�
24 	 ユアザスター 牡5鹿 57 戸崎 圭太西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B512＋ 21：14．0� 34．5	
714 リチュアルローズ 牝5鹿 55 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 468－101：14．1クビ 34．8

11 トモジャポルックス 牡5芦 57 藤岡 佑介吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田中 裕之 482＋ 6 〃 クビ 45．5�
23 	 ペイシャスナッチ 牝5鹿 55 江田 照男北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 490－ 61：14．41� 179．9�
48 シーエーパイロット 牝4黒鹿55 石橋 脩�Shadow 勢司 和浩 平取 坂東牧場 486－ 21：14．5� 13．5
59 ロッジポールパイン 牡5青鹿57 三浦 皇成大野 富生氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 522＋ 21：14．71
 19．6�
713 カンタベリーマイン �5鹿 57 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 458－ 61：15．02 248．6�
35 � ウォリアーズクロス 牡5鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 国枝 栄 米

B & B Blood-
stock, Inc &
Marty Hughes

548＋ 21：15．1 3．9�
12 トライデントミノル 牡4栗 57

54 ▲野中悠太郎吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 458＋ 81：15．31 166．6�
47 	 ブ ラ ー ゼ ン 牝4鹿 55 長岡 禎仁杉浦 和也氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 420－ 21：16．25 372．1�
510 スズハヤトウー 牡5鹿 57

55 △武藤 雅宮原 廣伸氏 松永 康利 新冠 長浜牧場 502± 01：16．3クビ 497．3�
815 チェアーグライド �4栗 57 田辺 裕信 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 502＋ 4 〃 アタマ 49．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，778，700円 複勝： 63，088，200円 枠連： 28，139，800円
馬連： 100，383，500円 馬単： 46，175，300円 ワイド： 60，279，300円
3連複： 128，976，800円 3連単： 165，401，900円 計： 634，223，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 280円 � 230円 枠 連（3－6） 310円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 610円 �� 520円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 15，080円

票 数

単勝票数 計 417787 的中 � 92971（1番人気）
複勝票数 計 630882 的中 � 131829（1番人気）� 49034（6番人気）� 65987（4番人気）
枠連票数 計 281398 的中 （3－6） 69445（1番人気）
馬連票数 計1003835 的中 �� 61025（4番人気）
馬単票数 計 461753 的中 �� 13988（8番人気）
ワイド票数 計 602793 的中 �� 25771（5番人気）�� 31197（4番人気）�� 10944（16番人気）
3連複票数 計1289768 的中 ��� 27898（8番人気）
3連単票数 計1654019 的中 ��� 7952（33番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．7―12．5―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．7―35．4―47．9―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカゴーディー �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．11．19 東京6着

2014．5．14生 牡4黒鹿 母 アイシースズカ 母母 アイシングスズカ 16戦2勝 賞金 27，400，000円
〔発走状況〕 チェアーグライド号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し，前扉が破損したため外枠から発走。
〔制裁〕 チェアーグライド号の騎手田辺裕信は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 チェアーグライド号は，平成30年3月5日から平成30年3月25日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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 サーヒューストン号・リトルレグルス号
（非抽選馬） 1頭 タイセイラビッシュ号

06044 3月4日 晴 良 （30中山2）第4日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
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
1：48．5
1：47．8

重
重

46 パレスハングリー 牝4黒鹿 55
52 ▲野中悠太郎西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 474－ 81：54．2 3．3�

57 ア ッ キ ー 牝5鹿 55 柴田 大知佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 460－ 61：55．05 19．6�
33 パイルーチェ 牝4栗 55 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B468－ 81：55．1� 6．1�
711 エグランティーナ 牝6黒鹿55 田中 勝春村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 546－ 8 〃 ハナ 41．5�
69 アルティマウェポン 牝5栗 55 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 464－ 61：55．73� 16．5�
58 ノーブルサンズ 牝5栗 55 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー

クスタツド 452－ 41：55．8� 28．2�
11 シトロプシス 牝5鹿 55 田辺 裕信 	社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 464－ 61：56．11� 45．9

610 カリーニョミノル 牝4鹿 55 内田 博幸吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 482－ 2 〃 クビ 12．1�
34 アスタキサンチン 牝6栗 55 大野 拓弥三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B462± 01：56．63 84．6�
814 ス ク ラ ッ タ 牝5黒鹿 55

53 △武藤 雅吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 420－ 41：56．7クビ 147．3
712 サクレエクスプレス 牝4鹿 55 F．ミナリク K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 494± 01：56．8� 20．8�

（独）

22 コ コ 牝6芦 55 丸田 恭介副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 528－ 41：57．11� 72．3�
813 スプリットステップ 牝4鹿 55 戸崎 圭太 	サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：57．84 2．9�
45 トゥールエッフェル 牝5芦 55 三浦 皇成 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 540＋ 61：58．22� 10．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，593，600円 複勝： 59，476，700円 枠連： 28，148，000円
馬連： 108，418，100円 馬単： 50，006，200円 ワイド： 67，218，900円
3連複： 138，838，400円 3連単： 181，841，100円 計： 678，541，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 420円 � 190円 枠 連（4－5） 1，450円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 4，060円

ワ イ ド �� 830円 �� 410円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 3，960円 3 連 単 ��� 19，770円

票 数

単勝票数 計 445936 的中 � 106473（2番人気）
複勝票数 計 594767 的中 � 127200（2番人気）� 27629（7番人気）� 83293（3番人気）
枠連票数 計 281480 的中 （4－5） 14985（6番人気）
馬連票数 計1084181 的中 �� 37247（8番人気）
馬単票数 計 500062 的中 �� 9220（14番人気）
ワイド票数 計 672189 的中 �� 20339（9番人気）�� 45600（2番人気）�� 9696（19番人気）
3連複票数 計1388384 的中 ��� 26268（11番人気）
3連単票数 計1818411 的中 ��� 6667（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．6―49．9―1：03．0―1：15．7―1：28．6―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パレスハングリー �
�
父 トランセンド �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2016．8．6 新潟11着

2014．4．11生 牝4黒鹿 母 スタミナスピード 母母 マジックオナー 19戦3勝 賞金 37，862，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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。



06045 3月4日 晴 良 （30中山2）第4日 第9競走 ��
��1，800�スピカステークス

発走14時35分 （芝・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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

44 エアアンセム 牡7黒鹿57 川田 将雅 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 496＋ 21：48．7 4．5�
810 レッドローゼス 牡4鹿 57 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 480－ 4 〃 クビ 4．0�
66 フローレスマジック 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472± 01：48．8� 3．6�
77 ハナズレジェンド 牡5栗 57 田辺 裕信広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 462＋ 21：49．01 4．9�
55 ウインファビラス 牝5芦 55 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 472－ 81：49．21	 24．5	
78 ウイングチップ 
6黒鹿57 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 506＋ 41：49．41	 13．1

11 クラウンディバイダ 牡5黒鹿57 大野 拓弥�クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 472－ 61：49．5クビ 18．2�
22 オウケンブラック 牡7鹿 57 松田 大作福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 484＋ 41：49．6� 40．4�
33 コスモナインボール 牡6鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 490－ 2 〃 同着 65．4
89 ポールヴァンドル 牝4芦 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 540－ 41：49．81	 11．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 63，567，000円 複勝： 92，869，700円 枠連： 25，567，300円
馬連： 149，723，300円 馬単： 63，934，000円 ワイド： 82，667，100円
3連複： 174，456，000円 3連単： 264，710，000円 計： 917，494，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 140円 � 140円 枠 連（4－8） 850円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 370円 �� 350円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 7，400円

票 数

単勝票数 計 635670 的中 � 112639（3番人気）
複勝票数 計 928697 的中 � 146804（4番人気）� 184100（1番人気）� 183318（2番人気）
枠連票数 計 255673 的中 （4－8） 23150（4番人気）
馬連票数 計1497233 的中 �� 117669（4番人気）
馬単票数 計 639340 的中 �� 26002（6番人気）
ワイド票数 計 826671 的中 �� 55201（5番人気）�� 59397（2番人気）�� 71553（1番人気）
3連複票数 計1744560 的中 ��� 110048（2番人気）
3連単票数 計2647100 的中 ��� 25931（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―37．4―49．7―1：01．9―1：14．2―1：26．0―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エアアンセム �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．23 東京1着

2011．3．8生 牡7黒鹿 母 エアマグダラ 母母 エアデジャヴー 24戦4勝 賞金 114，600，000円

06046 3月4日 晴 良 （30中山2）第4日 第10競走 ��
��1，800�

そ う ぶ

総武ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200
万円毎1�増

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

24 センチュリオン 牡6黒鹿57 大野 拓弥窪田 康志氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 536＋ 41：52．8 3．6�

36 リーゼントロック 牡7黒鹿56 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 526＋ 2 〃 クビ 35．1�
510 クインズサターン 牡5芦 56 戸崎 圭太 �クイーンズ・ランチ 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B480＋ 21：53．11� 4．7�
815	 ドリームキラリ 牡6青 57 三浦 皇成ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC B508＋301：53．31
 13．7�
612 タガノゴールド 牡7栗 56 内田 博幸八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484＋121：53．72� 77．6�
714 タムロミラクル 牡6青鹿57 川田 将雅谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 476－ 61：54．01� 26．2	
816 コスモカナディアン 牡5鹿 57 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 496＋121：54．42� 4．2�
23 サクラルコール 牡7栃栗56 北村 宏司�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 高橋 修 496＋ 21：54．5クビ 9．5�
59 サ ノ イ チ 牡7鹿 56 武藤 雅佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 478－ 21：54．6� 159．5
47 ブレスアロット 牡5栗 56 田辺 裕信吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 クビ 16．5�
611� タガノヴェリテ 6鹿 56 横山 典弘八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－ 61：54．7� 38．6�
35 タガノディグオ 牡4黒鹿56 藤岡 佑介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 532－ 21：54．91
 8．7�
11 シュテルングランツ 牡7黒鹿56 江田 照男 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム B488－ 61：55．0� 140．2�
12 シンゼンレンジャー 牡9黒鹿56 田中 勝春原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 512－ 41：55．42� 163．2�
48 コパノチャーリー 牡6栗 57 福永 祐一小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 520－ 11：56．14 26．3�
713 パドルウィール 牡7芦 57 津村 明秀 
シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋121：58．6大差 63．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，727，000円 複勝： 96，577，100円 枠連： 56，911，400円
馬連： 216，865，000円 馬単： 88，346，200円 ワイド： 117，576，200円
3連複： 312，670，000円 3連単： 392，015，300円 計： 1，345，688，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 580円 � 180円 枠 連（2－3） 930円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 5，750円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 430円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 7，320円 3 連 単 ��� 38，170円

票 数

単勝票数 計 647270 的中 � 143044（1番人気）
複勝票数 計 965771 的中 � 239523（1番人気）� 29552（10番人気）� 136411（3番人気）
枠連票数 計 569114 的中 （2－3） 47361（4番人気）
馬連票数 計2168650 的中 �� 45432（14番人気）
馬単票数 計 883462 的中 �� 11504（21番人気）
ワイド票数 計1175762 的中 �� 23438（14番人気）�� 76684（2番人気）�� 13404（25番人気）
3連複票数 計3126700 的中 ��� 32030（23番人気）
3連単票数 計3920153 的中 ��� 7445（113番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．4―49．4―1：02．0―1：14．4―1：26．9―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

センチュリオン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．3．14 中山1着

2012．1．31生 牡6黒鹿 母 ハンドレッドスコア 母母 サンデーエイコーン 22戦7勝 賞金 169，224，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パドルウィール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月4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。
（非抽選馬） 3頭 アングライフェン号・サイモントルナーレ号・マッチレスヒーロー号

２レース目



06047 3月4日 晴 良 （30中山2）第4日 第11競走 ��
��2，000�第55回報 知 杯 弥 生 賞（ＧⅡ）

発走15時45分 （皐月賞トライアル） （芝・右）
3歳；負担重量は，馬齢重量

報知新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 714，000円 204，000円 102，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

89 ダノンプレミアム 牡3青鹿56 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 498＋ 82：01．0 1．8�
78 ワグネリアン 牡3鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450－ 42：01．21� 3．6�
33 � ジャンダルム 牡3黒鹿56 武 豊前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills

Co. Limited 484－102：01．3� 8．0�
810 サンリヴァル 牡3鹿 56 藤岡 佑介幅田 京子氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 500＋10 〃 ハナ 17．1�
44 リビーリング 牡3鹿 56 戸崎 圭太�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 500± 02：01．83 58．8�
77 トラストケンシン 牡3鹿 56 内田 博幸菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 454－ 42：02．01	 126．0	
11 オブセッション 牡3鹿 56 C．ルメール 
シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 518＋ 82：02．74 4．7�
22 ア ラ ウ ン 牡3鹿 56 F．ミナリク一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 490＋ 82：02．8
 295．9�

（独）

66 アサクサスポット 牡3鹿 56 武藤 雅田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 524＋ 42：03．22� 176．5
55 ヘヴィータンク 牡3栗 56 野中悠太郎池田 草龍氏 森 秀行 新冠 上井農場 472 ―2：23．9大差 194．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 496，661，600円 複勝： 446，562，400円 枠連： 105，436，300円 馬連： 993，674，600円 馬単： 619，705，300円
ワイド： 396，161，600円 3連複： 1，095，824，900円 3連単： 3，812，027，400円 5重勝： 783，285，700円 計： 8，749，339，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（7－8） 270円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 150円 �� 230円 �� 320円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 1，320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����� 321，200円

票 数

単勝票数 計4966616 的中 � 2163227（1番人気）
複勝票数 計4465624 的中 � 2100918（1番人気）� 872172（2番人気）� 435309（4番人気）
枠連票数 計1054363 的中 （7－8） 292170（1番人気）
馬連票数 計9936746 的中 �� 2594762（1番人気）
馬単票数 計6197053 的中 �� 1016552（1番人気）
ワイド票数 計3961616 的中 �� 843664（1番人気）�� 412578（3番人気）�� 260118（6番人気）
3連複票数 計10958249 的中 ���1612359（2番人気）
3連単票数 計38120274 的中 ���2086283（3番人気）
5重勝票数 計7832857 的中 ����� 1707

ハロンタイム 12．5―11．0―12．5―12．8―12．7―12．4―12．8―11．7―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―36．0―48．8―1：01．5―1：13．9―1：26．7―1：38．4―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．3
1
3
10＝9－4，3，8（1，6）2－7＝5
10，9（4，3）（8，6）（1，2）7＝5

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

勝馬の
紹 介

ダノンプレミアム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Intikhab デビュー 2017．6．25 阪神1着

2015．4．3生 牡3青鹿 母 インディアナギャル 母母 Genial Jenny 4戦4勝 賞金 166，513，000円
〔その他〕 オブセッション号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりダノンプレミアム号・ワグネリアン号・ジャンダルム号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

06048 3月4日 晴 良 （30中山2）第4日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （芝・右・外）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

68 カルヴァリオ �5鹿 57 大野 拓弥 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 460－ 61：33．7 7．0�

22 ショウナンアンセム 牡5芦 57 戸崎 圭太�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 486－ 41：33．8	 3．6�
79 アオイシンゴ 牡4芦 57 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 496－ 2 〃 ハナ 2．6�
55 コーラルプリンセス 牝4芦 55 江田 照男吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 530＋ 41：34．33 30．8�
56 ベストリゾート 牡4鹿 57 武 豊保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480± 01：34．93	 8．5	
710
 ホワイトソニック 牡4芦 57

54 ▲山田 敬士島川 
哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 452－ 8 〃 クビ 255．5�

11 コートシャルマン 牝6鹿 55 横山 和生 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 454－ 41：35．0クビ 26．0�
67 ニシノカブケ 牡6栗 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 502－ 21：35．1� 34．6
812 ブライトボイス 牡6栗 57 三浦 皇成宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 506＋ 21：35．52	 70．0�
44 アヴニールマルシェ �6鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 500＋161：35．92	 6．2�
33 サバイバルポケット 牝5鹿 55

53 △武藤 雅福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 41：36．22 15．3�

811 スプリングフット 牡4鹿 57 宮崎 北斗島川 
哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 484－ 21：36．62	 347．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 112，144，000円 複勝： 122，780，500円 枠連： 50，653，100円
馬連： 260，283，500円 馬単： 122，963，700円 ワイド： 150，819，000円
3連複： 356，544，000円 3連単： 611，008，600円 計： 1，787，196，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 180円 � 130円 � 120円 枠 連（2－6） 1，310円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 440円 �� 340円 �� 200円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 9，950円

票 数

単勝票数 計1121440 的中 � 126939（4番人気）
複勝票数 計1227805 的中 � 132800（4番人気）� 261135（2番人気）� 310261（1番人気）
枠連票数 計 506531 的中 （2－6） 29848（6番人気）
馬連票数 計2602835 的中 �� 135016（6番人気）
馬単票数 計1229637 的中 �� 26420（14番人気）
ワイド票数 計1508190 的中 �� 76699（6番人気）�� 105190（2番人気）�� 223298（1番人気）
3連複票数 計3565440 的中 ��� 269757（2番人気）
3連単票数 計6110086 的中 ��� 44495（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．1―46．8―58．5―1：10．6―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

カルヴァリオ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー 2016．2．7 東京2着

2013．3．30生 �5鹿 母 オークルーム 母母 クアドリフォリオ 12戦4勝 賞金 53，049，000円
〔その他〕 アヴニールマルシェ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アヴニールマルシェ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年4月4日まで出走できない。

５レース目



（30中山2）第4日 3月4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 169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

313，490，000円
2，590，000円
18，260，000円
1，820，000円
37，240，000円
69，591，000円
5，378，800円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
1，032，845，000円
1，201，691，000円
404，843，000円
2，241，657，000円
1，211，331，300円
1，139，538，200円
2，750，639，900円
6，176，516，800円
783，285，700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 16，942，347，900円

総入場人員 31，043名 （有料入場人員 28，559名）
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