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09025 3月31日 晴 良 （30中山3）第3日 第1競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

24 マローネメタリコ 牝3栗 54 二本柳 壮柏瀬金之介氏 萩原 清 新ひだか ウエスタンファーム 486 ―1：12．8 47．5�
510 クロスデスティニー 牝3鹿 54 大野 拓弥 �キャロットファーム 奥平 雅士 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478 ―1：13．11� 22．9�
59 ア ポ ロ ア ミ 牝3鹿 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 434＋ 2 〃 クビ 3．2�
23 クインズティガ 牝3栗 54 戸崎 圭太亀田 和弘氏 奥平 雅士 新ひだか 大滝 康晴 458＋ 21：13．31 3．0�
35 ベ リ ン ダ 牝3栗 54 三浦 皇成�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434＋ 81：13．4� 19．3	
612 ボ ナ デ ア 牝3鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 488－ 61：13．5クビ 48．3

713 ラブヘネシー 牝3栗 54

51 ▲横山 武史増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 武田 修一 432－ 61：13．92� 42．4�
611 ダブルミリオン 牝3芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 スカイビーチステーブル 462± 0 〃 クビ 10．5�
816 ミヤビフィオーラ 牝3黒鹿54 松岡 正海村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 422－ 21：14．11� 4．3
11 パ ン テ ラ 牝3栗 54 北村 宏司佐藤 範夫氏 田島 俊明 新冠 松浦牧場 426－ 41：14．31� 15．9�
48 プリプリクインダム 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹澤田 孝之氏 菊沢 隆徳 新冠 石郷岡 雅樹 466－201：14．83 181．9�
815 ヒ ミ コ 牝3芦 54 吉田 隼人幅田 京子氏 武井 亮 日高 坪田 信作 448－ 21：14．9クビ 31．9�
47 エスパージョー 牝3栗 54 丸山 元気泉 一郎氏 根本 康広 新ひだか 沖田 哲夫 442 ―1：15．43 230．0�
12 フェアリーソング 牝3鹿 54 F．ミナリク髙橋 正雄氏 加藤 征弘 むかわ 市川牧場 424＋ 21：15．72 70．4�

（独）

36 ラブソングレイ 牝3黒鹿 54
51 ▲木幡 育也�キヨタケ牧場 菊川 正達 新ひだか キヨタケ牧場 402 ―1：17．5大差 378．8�

714 グリーンライト 牝3芦 54
53 ☆木幡 初也�畠山牧場 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 464 ―1：21．4大差 236．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，295，400円 複勝： 54，963，800円 枠連： 16，962，300円
馬連： 69，462，400円 馬単： 36，801，200円 ワイド： 50，262，100円
3連複： 102，284，000円 3連単： 128，439，900円 計： 491，471，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，750円 複 勝 � 1，250円 � 630円 � 140円 枠 連（2－5） 380円

馬 連 �� 54，590円 馬 単 �� 191，670円

ワ イ ド �� 13，930円 �� 3，240円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 70，440円 3 連 単 ��� 757，060円

票 数

単勝票数 計 322954 的中 � 5434（10番人気）
複勝票数 計 549638 的中 � 8340（11番人気）� 17561（7番人気）� 156949（1番人気）
枠連票数 計 169623 的中 （2－5） 33851（1番人気）
馬連票数 計 694624 的中 �� 986（58番人気）
馬単票数 計 368012 的中 �� 144（138番人気）
ワイド票数 計 502621 的中 �� 911（59番人気）�� 3989（29番人気）�� 9111（12番人気）
3連複票数 計1022840 的中 ��� 1089（116番人気）
3連単票数 計1284399 的中 ��� 123（869番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．9―12．3―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―35．0―47．3―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マローネメタリコ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 デ ヒ ア 初出走

2015．4．13生 牝3栗 母 ウエスタンダンサー 母母 ウエスタンローズ 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブソングレイ号・グリーンライト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月

30日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 サンメイコン号
※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。

09026 3月31日 晴 良 （30中山3）第3日 第2競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

12 トップホライゾン 牡3鹿 56 柴山 雄一�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 498± 01：56．0 3．9�
48 ロジペルレスト 牡3栗 56 池添 謙一久米田正明氏 大竹 正博 新冠 須崎牧場 514－ 41：56．63� 6．3�
35 アカリダイヤモンド 牡3栗 56 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 448＋ 2 〃 アタマ 13．1�
612 ユ メ ノ サ キ 牡3栗 56 大野 拓弥山田 和正氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 528－ 81：57．45 6．9�
611 スガノスマイル 牡3鹿 56 丸山 元気菅原富美子氏 粕谷 昌央 新ひだか 田上 徹 478－ 61：57．5� 46．7�
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 452－ 21：58．13� 18．9

23 マイネルベッカー 牡3鹿 56 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 高橋 修 B480－ 41：58．2クビ 91．7�
816 ボ ン テ ン 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 荻伏三好フ
アーム 442± 01：58．3� 10．1�

36 ヤマニンウリエル 牡3黒鹿56 黛 弘人土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 474－ 61：58．4� 17．2
714 トップダウン 牡3芦 56 石橋 脩石川 達絵氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524－ 21：59．14 3．1�
47 エリースコール 牝3鹿 54 三浦 皇成谷川 正純氏 青木 孝文 新ひだか 谷藤 弘美 460 ―1：59．42 50．1�
713 ココリシャイン 牡3栗 56 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 様似 様似共栄牧場 470－ 61：59．71� 266．7�
815 ブラックソーン 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 初也下河邉行信氏 松山 将樹 新冠 村田牧場 454－ 42：00．44 91．0�
59 トゥモローキッス 	3栗 56 内田 博幸黒岩 晴男氏 古賀 慎明 新ひだか フジワラフアーム 486－162：00．5� 212．6�
11 ウインコンツェルト 牡3栗 56 F．ミナリク	ウイン 高木 登 新ひだか 前谷 武志 460－ 62：00．92� 51．0�

（独）

24 ノーブルナイト 牡3黒鹿 56
54 △武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム B460＋ 22：03．3大差 197．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，414，400円 複勝： 47，727，400円 枠連： 17，179，000円
馬連： 63，554，800円 馬単： 31，110，900円 ワイド： 46，635，200円
3連複： 86，648，100円 3連単： 97，592，600円 計： 421，862，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 210円 � 300円 枠 連（1－4） 1，440円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，020円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 7，690円 3 連 単 ��� 30，440円

票 数

単勝票数 計 314144 的中 � 63224（2番人気）
複勝票数 計 477274 的中 � 87593（2番人気）� 57307（3番人気）� 34793（6番人気）
枠連票数 計 171790 的中 （1－4） 9185（9番人気）
馬連票数 計 635548 的中 �� 29737（7番人気）
馬単票数 計 311109 的中 �� 7385（10番人気）
ワイド票数 計 466352 的中 �� 16515（7番人気）�� 11767（12番人気）�� 7774（23番人気）
3連複票数 計 866481 的中 ��� 8442（28番人気）
3連単票数 計 975926 的中 ��� 2324（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．7―51．2―1：04．2―1：17．0―1：29．9―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．0
1
3
2，10（8，16）14，13（3，15）7（11，12）6（9，5）－1－4
2（8，10，16）（13，14）（3，12）（11，7，15，5，6）＝（9，1）4

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

勝馬の
紹 介

トップホライゾン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．1．21 中山9着

2015．4．26生 牡3鹿 母 レッドプライム 母母 スプラッシュクイン 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーブルナイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月30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。
（非当選馬） 1頭 ゴールドエントリー号
※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。

第３回 中山競馬 第３日



09027 3月31日 晴 良 （30中山3）第3日 第3競走 ��
��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

713 カ タ ナ 牡3鹿 56 松岡 正海�KTレーシング 上原 博之 新冠 松浦牧場 486－ 81：12．7 10．6�
816 タイセイアピール 牝3黒鹿54 F．ミナリク田中 成奉氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464± 01：13．44 4．9�

（独）

11 � オメガクオリティー 牡3鹿 56 田辺 裕信原 �子氏 戸田 博文 米 Teruya
Yoshida 476－ 61：13．5	 2．0�

35 エースロッカー 牡3栗 56 岩部 純二西森 鶴氏 中川 公成 新冠 カミイスタット 484＋ 41：13．71 16．7�
24 ルコンセール 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �グリーンファーム伊藤 大士 千歳 社台ファーム 446－161：14．12	 13．4�
47 サンオーガスタ 牝3栗 54 横山 和生 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 浦河 笹島 智則 438＋ 81：14．31	 329．7	
611 チョコレートパフェ 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士江川 伸夫氏 小桧山 悟 新ひだか 静内フジカワ牧場 420－ 11：14．51	 182．3

714 フクノヴァランス 牡3鹿 56 二本柳 壮福島 祐子氏 清水 英克 日高 松平牧場 B464－ 2 〃 ハナ 61．3�
23 ファンダンゴ 牝3栗 54 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 伸一 様似 澤井 義一 436＋ 61：14．6	 262．3
815 ド ナ プ リ モ 牝3青鹿54 大野 拓弥山田 貢一氏 高木 登 日高 日西牧場 462－ 21：15．13 41．2�
12 アッチムイテホイ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 450－10 〃 アタマ 122．2�
48 � バレットテソーロ 牝3鹿 54 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 愛 Lynch Bages &
Camas Park Stud 474± 01：15．2クビ 21．9�

59 コスモビッグハート 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 浦河 市川フアーム 474± 01：15．3	 5．4�
510 オ モ ウ ツ ボ 牝3鹿 54 柴山 雄一鹽田 久義氏 浅野洋一郎 えりも 能登 浩 480± 01：15．4
 27．9�
612 カネトシダウティ 牡3鹿 56 西田雄一郎兼松 昌男氏 松永 康利 新冠 武田 寛治 448－ 21：15．5クビ 133．2�
36 タベテスグネル 牡3黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子福田 光博氏 根本 康広 浦河 野表 俊一 472＋ 41：17．2大差 146．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，331，100円 複勝： 45，757，100円 枠連： 15，851，700円
馬連： 59，993，000円 馬単： 33，291，400円 ワイド： 44，804，000円
3連複： 85，136，800円 3連単： 112，690，400円 計： 431，855，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 250円 � 180円 � 130円 枠 連（7－8） 1，880円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 6，570円

ワ イ ド �� 840円 �� 560円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 21，950円

票 数

単勝票数 計 343311 的中 � 25671（4番人気）
複勝票数 計 457571 的中 � 36312（5番人気）� 59077（3番人気）� 125156（1番人気）
枠連票数 計 158517 的中 （7－8） 6501（7番人気）
馬連票数 計 599930 的中 �� 16328（10番人気）
馬単票数 計 332914 的中 �� 3795（25番人気）
ワイド票数 計 448040 的中 �� 12649（9番人気）�� 20031（5番人気）�� 40321（2番人気）
3連複票数 計 851368 的中 ��� 24216（7番人気）
3連単票数 計1126904 的中 ��� 3721（64番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．9―12．5―12．5―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ タ ナ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．8．6 新潟5着

2015．4．18生 牡3鹿 母 シ タ ー ル 母母 Rose Park 4戦1勝 賞金 5，350，000円
〔制裁〕 フクノヴァランス号の騎手二本柳壮は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タベテスグネル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月30日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イリオン号
（非抽選馬） 2頭 シゲルキュウリ号・タマモビックリ号
※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。

09028 3月31日 晴 良 （30中山3）第3日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11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
1：48．5
1：47．8

重
重

813 ネ オ ダ ラ ス 牡3青鹿56 江田 照男西田 俊二氏 田村 康仁 新ひだか 小河 豊水 492－ 41：57．0 7．2�
711 モダンジャイブ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム B532 ―1：57．21� 8．1�
58 セイカメテオライト 牡3鹿 56 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 444－ 61：57．41� 4．7�
34 ムーンケリー 牡3黒鹿56 宮崎 北斗高橋 佑吉氏 中川 公成 日高 賀張三浦牧場 514＋ 21：57．5� 71．5�
45 シ モ ン ズ 牡3芦 56 二本柳 壮嶋田 賢氏 和田 勇介 新ひだか 山口 忠彦 462－ 81：58．13� 8．6�
69 スターオンザヒル 牡3黒鹿56 武士沢友治飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 502－ 21：58．31� 83．8	
33 ボスアンルーリー 牡3黒鹿56 北村 宏司佐々木幸弘氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 476± 01：58．61� 6．5

814 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 510－ 61：58．81� 2．8�
610 サイモンルチアーノ 牡3栗 56 吉田 隼人澤田 昭紀氏 田中 清隆 青森 今川 満良 490＋ 61：59．01 34．1�
11 アナザーサイレンス 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 壮史氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B476± 0 〃 クビ 19．1
22 サンズエーガル 牝3栗 54 嘉藤 貴行天堀 忠博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 武 牧場 474－ 41：59．1クビ 41．3�
46 ニシノホクサイ 牡3青鹿 56

53 ▲藤田菜七子西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 B452－ 21：59．52� 93．9�
57 ミヤコノオージ 牡3青鹿56 田中 勝春吉田 和弘氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 468－ 62：00．24 127．2�
712 トラジェクトリー 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也松尾 正氏 小西 一男 平取 北島牧場 482＋ 22：00．62� 270．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 33，248，000円 複勝： 45，412，900円 枠連： 16，167，600円
馬連： 63，901，900円 馬単： 32，777，600円 ワイド： 42，439，800円
3連複： 82，883，200円 3連単： 112，193，500円 計： 429，024，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 220円 � 300円 � 170円 枠 連（7－8） 1，180円

馬 連 �� 4，950円 馬 単 �� 8，580円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 450円 �� 950円

3 連 複 ��� 5，330円 3 連 単 ��� 41，100円

票 数

単勝票数 計 332480 的中 � 36893（4番人気）
複勝票数 計 454129 的中 � 52728（4番人気）� 33855（6番人気）� 77969（2番人気）
枠連票数 計 161676 的中 （7－8） 10539（5番人気）
馬連票数 計 639019 的中 �� 9992（16番人気）
馬単票数 計 327776 的中 �� 2864（30番人気）
ワイド票数 計 424398 的中 �� 6842（17番人気）�� 25988（3番人気）�� 11212（12番人気）
3連複票数 計 828832 的中 ��� 11644（17番人気）
3連単票数 計1121935 的中 ��� 1979（143番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．0―13．9―13．5―13．3―13．1―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．1―51．0―1：04．5―1：17．8―1：30．9―1：43．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネ オ ダ ラ ス �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2017．10．22 東京7着

2015．4．10生 牡3青鹿 母 ブルーレインボウ 母母 アクティブリード 5戦1勝 賞金 5，750，000円
※出走取消馬 クラウンミリオン号（疾病〔右前肢跛行〕のため）



09029 3月31日 晴 良 （30中山3）第3日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時30分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

59 ユウセイフラッシュ 牡3青鹿56 三浦 皇成清進電設� 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 452－ 22：02．7 4．9�
612 マイネルプリンチペ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 450± 02：02．8� 2．6�
611 デルマウオッカ 牡3鹿 56 松岡 正海浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 490－ 42：02．9� 23．8�
35 トランスパレント 牡3鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 488－ 22：03．32� 8．0�
12 ケイツーレアル 牝3鹿 54 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 柴田 政人 新ひだか 山野牧場 454＋ 22：03．4� 257．0	
715 マイティテソーロ 牡3鹿 56 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 洞�湖 レイクヴィラファーム 490－ 22：03．5� 10．0

713 タンタフエルサ 牡3鹿 56 戸崎 圭太�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452 ― 〃 アタマ 5．3�
714 ハービーボンズ 牡3鹿 56 吉田 隼人多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 422－ 42：03．6� 12．0�
818 アオイリョウマ 牡3鹿 56 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 438－ 6 〃 ハナ 31．7
36 コスモキリュウ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 452± 0 〃 クビ 292．7�
48 ニシノフリヒメ 牝3栗 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 浦河 谷川牧場 408－102：03．7	 34．2�
11 ファイアプルーフ 牡3黒鹿56 丸山 元気犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 494－ 62：03．91
 32．7�
817 オートヴィル 牡3鹿 56 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 新ひだか 岡田スタツド 490＋102：04．0� 172．5�
510 ディアラベンダー 牝3栗 54 武士沢友治田畑 富子氏 南田美知雄 新ひだか 和田牧場 458－ 82：04．74 449．0�
47 リードソロモン 牝3鹿 54 大庭 和弥石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新ひだか 山本 昇寿 446 ―2：05．23 236．4�
816 バロンボーテ 牝3栗 54 宮崎 北斗永見 貴昭氏 青木 孝文 浦河 栄進牧場 412－ 62：05．3	 357．1�
23 サンマルスター 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 480－ 42：06．68 336．9�
24 グラチダオン 牡3黒鹿56 横山 典弘�酒井牧場 伊藤 大士 浦河 酒井牧場 518＋ 42：07．13 52．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，757，400円 複勝： 56，544，300円 枠連： 21，594，200円
馬連： 70，125，800円 馬単： 35，205，100円 ワイド： 51，216，300円
3連複： 97，105，200円 3連単： 116，161，600円 計： 483，709，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 130円 � 470円 枠 連（5－6） 640円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，660円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ��� 20，650円

票 数

単勝票数 計 357574 的中 � 58089（2番人気）
複勝票数 計 565443 的中 � 107841（2番人気）� 146672（1番人気）� 19688（8番人気）
枠連票数 計 215942 的中 （5－6） 25948（2番人気）
馬連票数 計 701258 的中 �� 76660（1番人気）
馬単票数 計 352051 的中 �� 17197（2番人気）
ワイド票数 計 512163 的中 �� 48833（1番人気）�� 7214（23番人気）�� 11896（11番人気）
3連複票数 計 971052 的中 ��� 15894（14番人気）
3連単票数 計1161616 的中 ��� 4078（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．7―49．2―1：02．5―1：15．0―1：27．0―1：38．9―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．7
1
3

5，16，2（8，12）（4，11）6（18，10，9）17－15（3，14）13－1－7
14（5，16，8）（2，11，12）（6，9）15（4，17）（18，10，13，7）（3，1）

2
4

5，16，2，8（4，12）11（18，6，9）（10，17）（3，15，14）13－（1，7）・（14，5）（2，8）16（11，12）6，9（17，15）13，7（10，1）4，18－3
勝馬の
紹 介

ユウセイフラッシュ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2017．12．10 中山6着

2015．4．7生 牡3青鹿 母 チャイニーズフレア 母母 ダイナチヤイナ 3戦1勝 賞金 5，750，000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。
（非当選馬） 1頭 ブリリアントリリー号
（非抽選馬） 1頭 ハンゲキノノロシ号

09030 3月31日 晴 良 （30中山3）第3日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 クレヴァーパッチ 牡3栗 56 F．ミナリク陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 辻 牧場 504－ 41：12．0 2．7�
（独）

713 シ ス ル 牝3青 54 大野 拓弥中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 470－ 81：12．21 17．8�
48 アメリカンツイスト 牡3鹿 56 横山 典弘 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 478－ 61：12．83� 5．9�
36 シャインカメリア 牝3芦 54 横山 和生皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 462－ 4 〃 クビ 3．8�
612 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 462－ 41：13．01� 14．5	
714 ニシノオリーブ 牝3青 54

52 △武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 448± 01：13．1� 13．2

35 ライオンボス 牡3栗 56 内田 博幸�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 514－ 4 〃 クビ 58．0�
59 プロミネンス 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹下河邉 博氏 小島 茂之 浦河 中村 雅明 460＋ 21：13．2クビ 14．6�
24 グラスルーナ 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 486－ 61：13．51	 75．7
815 ナムラストロベリー 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子奈村 睦弘氏 谷原 義明 新ひだか 八田ファーム 440－ 61：13．71� 121．6�
23 ルタンメルヴェイユ 牝3栗 54 石橋 脩杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 下屋敷牧場 460－ 81：13．91� 62．2�
12 マルブツインパルス 牡3栗 56 二本柳 壮大澤 利久氏 杉浦 宏昭 浦河 岡本牧場 406－ 41：14．0クビ 186．1�
47 
 ロータスクイーン 牝3黒鹿54 吉田 隼人�須野牧場 和田正一郎 米

Robert Estill
Courtney Jr. & Dr.
H. Steve Conboy

464＋ 21：14．1	 166．5�
816 オーロスターキス 牝3栗 54 田辺 裕信加藤 徹氏 南井 克巳 新ひだか 本桐牧場 468－ 41：14．31� 10．0�
510 ピ カ ピ カ 牝3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 石毛 善彦 むかわ 真壁 信一 492＋181：14．51� 168．6�
611 ノボベイビー 牡3栗 56 江田 照男�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 476＋ 81：15．03 51．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，936，300円 複勝： 64，355，800円 枠連： 21，670，900円
馬連： 81，076，000円 馬単： 42，138，400円 ワイド： 57，632，000円
3連複： 112，048，100円 3連単： 136，739，500円 計： 562，597，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 310円 � 210円 枠 連（1－7） 1，090円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 810円 �� 480円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 20，780円

票 数

単勝票数 計 469363 的中 � 136863（1番人気）
複勝票数 計 643558 的中 � 185621（1番人気）� 39515（7番人気）� 70142（3番人気）
枠連票数 計 216709 的中 （1－7） 15289（3番人気）
馬連票数 計 810760 的中 �� 26070（8番人気）
馬単票数 計 421384 的中 �� 9443（11番人気）
ワイド票数 計 576320 的中 �� 18007（9番人気）�� 32858（2番人気）�� 11855（14番人気）
3連複票数 計1120481 的中 ��� 21017（10番人気）
3連単票数 計1367395 的中 ��� 4769（55番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．7―12．2―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．6―46．8―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クレヴァーパッチ �
�
父 ハードスパン �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．10．15 京都1着

2015．4．1生 牡3栗 母 トーコーユズキ 母母 ピンクプルメリア 5戦2勝 賞金 21，180，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 エナジーピエトラ号・カミノコ号・グラスレオ号・セイウンスパイ号・トキノメガミ号・トランプ号・

ニシノコデマリ号・ハーモニーライズ号・ブラウローゼット号・マリノディアナ号・リードザウインド号
※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。



09031 3月31日 晴 良 （30中山3）第3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，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

89 � ベ ラ ポ ー サ 牝5鹿 55 石橋 脩吉田 和子氏 堀 宣行 米 Gainesway Thor-
oughbreds Ltd. 504＋ 41：55．0 1．5�

44 � マテラヴィクトリー 牡5栗 57 大野 拓弥大野 照旺氏 浜田多実雄 米 Boolteenagh
Bloodstock 488＋ 41：55．31	 7．8�

66 ミラクルユニバンス 牡5栗 57 三浦 皇成亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 436－ 21：55．51
 5．2�
22 � マーブルフラッシュ 牡4栗 57

54 ▲横山 武史西村 專次氏 田島 俊明 平取 赤石牧場 452－ 61：55．81
 87．2�
78 � コスモトゥイーク 牡4黒鹿 57

55 △武藤 雅松谷 翔太氏 石栗 龍彦 新冠 ビッグレッドファーム 502± 01：56．11	 30．4�
11 � アンリキャトル �7黒鹿57 吉田 隼人村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 476＋ 4 〃 ハナ 11．5�
33 � ドラゴンイモン 牡5黒鹿57 二本柳 壮井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 488－ 41：56．31 26．5	
810 サムライダマシー 牡5鹿 57 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 478＋ 21：56．62 209．6

55 サトノクロノス 牡4青鹿57 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 田中 博康 日高 シンボリ牧場 B450－ 41：56．7クビ 7．5�

（9頭）
77 サノノカガヤキ 牡5鹿 57 F．ミナリク佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 506± 0 （競走除外）

（独）

売 得 金
単勝： 28，821，900円 複勝： 64，217，500円 枠連： 11，836，100円
馬連： 43，485，300円 馬単： 31，535，700円 ワイド： 28，504，600円
3連複： 42，513，800円 3連単： 101，832，000円 計： 352，746，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 120円 枠 連（4－8） 660円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 230円 �� 160円 �� 360円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 1，660円

票 数

単勝票数 差引計 288219（返還計 41307） 的中 � 144356（1番人気）
複勝票数 差引計 642175（返還計 73071） 的中 � 386758（1番人気）� 48023（3番人気）� 79804（2番人気）
枠連票数 差引計 118361（返還計 821） 的中 （4－8） 13780（3番人気）
馬連票数 差引計 434853（返還計180077） 的中 �� 68965（2番人気）
馬単票数 差引計 315357（返還計115112） 的中 �� 37354（2番人気）
ワイド票数 差引計 285046（返還計116182） 的中 �� 30879（3番人気）�� 53259（1番人気）�� 16659（5番人気）
3連複票数 差引計 425138（返還計315566） 的中 ��� 57161（1番人気）
3連単票数 差引計1018320（返還計767979） 的中 ��� 44377（2番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．3―14．1―13．2―12．4―12．5―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．9―52．0―1：05．2―1：17．6―1：30．1―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ベ ラ ポ ー サ 
�
父 Tapit 

�
母父 Birdstone デビュー 2016．1．24 中京7着

2013．5．18生 牝5鹿 母 Livin Lovin 母母 Nurse Margaret 13戦3勝 賞金 27，650，000円
〔競走除外〕 サノノカガヤキ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔両前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サノノカガヤキ号は，平成30年4月1日から平成30年4月30日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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。

09032 3月31日 晴 良 （30中山3）第3日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時00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

714� グランティエラ 牡4鹿 57 三浦 皇成 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 502± 01：12．6 3．5�

36 ハヤブサレディゴー 牝5栗 55 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 498＋ 61：12．91� 4．7�
35 セイウンアワード 牡6鹿 57 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 B548＋ 21：13．0� 28．2�
47 ギ ン ゴ ー 牡5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－ 81：13．21� 31．8�
12 バナナボート 牡4栗 57

54 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 柴田 政人 新冠 坂元 芳春 426＋ 21：13．3クビ 127．2	
59 アミーキティア 牝6栗 55 田辺 裕信�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 4 〃 ハナ 3．5

612� クオリティスタート 牝4栗 55 嶋田 純次菅野 守雄氏 尾形 和幸 平取 坂東牧場 496－101：13．4� 37．7�
510� ワンダフルボーラー 牡5鹿 57 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 502＋ 6 〃 アタマ 165．2�
815 リンガスヴィグラス 牝6鹿 55 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 496＋141：13．5クビ 31．9
23 アースオブフェイム 牡4栗 57 津村 明秀 �グリーンファーム田中 博康 新冠 ハシモトフアーム 488－ 4 〃 アタマ 55．5�
713 グラスブルース 牡4鹿 57

56 ☆木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B504－ 4 〃 アタマ 8．5�
11 サンジレット 牡4栗 57

55 △武藤 雅 �加藤ステーブル 田村 康仁 新冠 前川 隆範 496＋ 61：13．6� 6．6�
48 � ハヤブサキラリ 牝4鹿 55 松岡 正海武田 修氏 池上 昌和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 01：15．19 175．4�
611� エクセルワールド 牡5黒鹿57 柴田 大知前原 敏行氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 524－ 81：15．52� 38．0�
816� ビ ッ フ ル 牡4栗 57 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 平取 船越 伸也 538＋ 61：15．71� 77．4�
24 ユイノルフィ 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 若林牧場 460＋131：16．01� 114．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，514，100円 複勝： 55，057，400円 枠連： 24，896，000円
馬連： 90，978，400円 馬単： 44，327，900円 ワイド： 56，428，200円
3連複： 121，668，300円 3連単： 157，805，900円 計： 588，676，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 180円 � 400円 枠 連（3－7） 510円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，640円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 6，490円 3 連 単 ��� 21，190円

票 数

単勝票数 計 375141 的中 � 84932（1番人気）
複勝票数 計 550574 的中 � 98161（2番人気）� 85418（3番人気）� 28185（6番人気）
枠連票数 計 248960 的中 （3－7） 37163（1番人気）
馬連票数 計 909784 的中 �� 69730（3番人気）
馬単票数 計 443279 的中 �� 20902（3番人気）
ワイド票数 計 564282 的中 �� 33786（3番人気）�� 8469（17番人気）�� 9568（13番人気）
3連複票数 計1216683 的中 ��� 14053（16番人気）
3連単票数 計1578059 的中 ��� 5398（53番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．6―12．2―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．7―46．9―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�グランティエラ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ク ロ フ ネ

2014．5．3生 牡4鹿 母 アースファイヤー 母母 プリンセスデリーデ 5戦1勝 賞金 9，900，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時05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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グローリアスクロワ号



09033 3月31日 晴 良 （30中山3）第3日 第9競走 ��
��2，200�

や ま ぶ き

山 吹 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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

810 レイエスプランドル 牡3鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 496＋122：13．8 7．6�
79 ダブルフラット 牡3黒鹿56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 ハナ 4．4�
55 ジ ェ シ ー 牡3鹿 56 荻野 極 �キャロットファーム 中内田充正 平取 坂東牧場 476＋ 22：14．11� 5．7�
67 マイネルキラメキ 牡3鹿 56 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 432＋ 22：14．52� 21．6�
44 アイスバブル 牡3芦 56 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 438± 02：14．6クビ 9．6	
66 ロ ジ テ ィ ナ 牡3黒鹿56 池添 謙一久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 524± 02：14．7� 7．1

22 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± 02：14．91	 38．8�
811 ダイワギャバン 牡3鹿 56 田辺 裕信大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 468－ 8 〃 クビ 6．4�
78 ギ ャ ラ ッ ド 牡3鹿 56 内田 博幸 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：15．64 29．6
11 サトノテラス 牡3鹿 56 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 534＋122：15．81	 31．9�
33 ダークナイトムーン 牡3鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 22：17．39 5．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 50，062，200円 複勝： 79，026，200円 枠連： 23，232，200円
馬連： 123，322，200円 馬単： 51，074，500円 ワイド： 66，214，200円
3連複： 152，729，400円 3連単： 209，848，800円 計： 755，509，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 230円 � 170円 � 210円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 730円 �� 770円 �� 660円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 23，980円

票 数

単勝票数 計 500622 的中 � 52689（6番人気）
複勝票数 計 790262 的中 � 83334（6番人気）� 132514（2番人気）� 92310（5番人気）
枠連票数 計 232322 的中 （7－8） 27073（1番人気）
馬連票数 計1233222 的中 �� 50057（6番人気）
馬単票数 計 510745 的中 �� 9366（18番人気）
ワイド票数 計 662142 的中 �� 23243（8番人気）�� 21988（11番人気）�� 25837（5番人気）
3連複票数 計1527294 的中 ��� 29253（11番人気）
3連単票数 計2098488 的中 ��� 6343（84番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．2―24．0―36．6―49．4―1：02．4―1：15．1―1：27．3―1：39．2―1：50．7―2：02．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レイエスプランドル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．10．22 京都3着

2015．4．5生 牡3鹿 母 レイナソフィア 母母 ゲ ル ニ カ 5戦2勝 賞金 20，352，000円

09034 3月31日 晴 良 （30中山3）第3日 第10競走 ��
��1，200�千 葉 日 報 杯

発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

千葉日報杯（1着）
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

59 イノバティブ 牡4鹿 57 勝浦 正樹畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 464－ 21：08．6 7．6�
714 シゲルタイガー 牡4鹿 57 北村 宏司森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－121：08．81� 31．0�
23 ジュンザワールド 牡5鹿 57 大野 拓弥河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 530－ 61：08．9クビ 10．3�
48 ショウナンアエラ 牡4黒鹿57 吉田 隼人国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 484－ 6 〃 クビ 2．6�
47 スペチアーレ 牝6鹿 55 戸崎 圭太青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 500＋101：09．0� 6．8�
11 ワイナルダム 牡4青鹿57 松岡 正海 �コスモヴューファーム 水野 貴広 青森 大前 典男 460± 01：09．1� 4．6	
35 ウインハートビート 牡5栗 57 F．ミナリク
ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 494－ 21：09．2� 42．3�

（独）

510 オーバースペック 牡4青鹿57 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 492－ 4 〃 アタマ 103．3�
24 シンフォニア 牝6栗 55 武藤 雅安原 浩司氏 戸田 博文 浦河 辻 牧場 500＋14 〃 ハナ 115．7
713 ダイイチターミナル 牡4鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 454－ 4 〃 クビ 131．2�
12 アイファープリティ 牝5鹿 55 内田 博幸中島 稔氏 	島 一歩 新冠 川上 悦夫 450± 0 〃 アタマ 13．7�
611 シルヴァーコード 牝6芦 55 柴田 大知田上 雅春氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 482－ 2 〃 ハナ 158．4�
815 イリスファルコン 牝4鹿 55 丸山 元気菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 小島牧場 428－ 41：09．3クビ 275．6�
816 イ キ オ イ 牡6鹿 57 三浦 皇成西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 450－ 41：09．51� 24．8�
36 トーホウハニー 牝6鹿 55 蛯名 正義東豊物産
 田中 清隆 日高 竹島 幸治 448± 01：09．6クビ 21．4�
612
 エナジータウン 牡6鹿 57 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 448－ 8 〃 クビ 29．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，961，700円 複勝： 75，081，800円 枠連： 37，126，800円
馬連： 150，757，300円 馬単： 63，224，300円 ワイド： 81，761，100円
3連複： 196，342，800円 3連単： 260，386，400円 計： 914，642，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 250円 � 760円 � 330円 枠 連（5－7） 7，280円

馬 連 �� 12，140円 馬 単 �� 19，820円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 1，190円 �� 3，920円

3 連 複 ��� 35，250円 3 連 単 ��� 218，490円

票 数

単勝票数 計 499617 的中 � 52167（4番人気）
複勝票数 計 750818 的中 � 86236（3番人気）� 22780（10番人気）� 60407（5番人気）
枠連票数 計 371268 的中 （5－7） 3951（20番人気）
馬連票数 計1507573 的中 �� 9621（36番人気）
馬単票数 計 632243 的中 �� 2392（61番人気）
ワイド票数 計 817611 的中 �� 6668（34番人気）�� 18260（13番人気）�� 5289（40番人気）
3連複票数 計1963428 的中 ��� 4177（93番人気）
3連単票数 計2603864 的中 ��� 864（556番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．3―11．7―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―34．1―45．8―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．5
3 12（3，7，15）（1，2，8）（5，11）13（4，6，9）10，16－14 4 ・（3，7）（12，15）（1，2）（5，8，9）（4，6，11，13）10，16，14

勝馬の
紹 介

イノバティブ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Posse デビュー 2016．10．10 東京1着

2014．2．11生 牡4鹿 母 ケイティーズミスト 母母 Hishi Nile 14戦3勝 賞金 35，943，000円
〔制裁〕 トーホウハニー号の騎手蛯名正義は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11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。
（非抽選馬） 1頭 トロピカルガーデン号
※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。



09035 3月31日 晴 良 （30中山3）第3日 第11競走 ��
��1，600�第50回ダービー卿チャレンジトロフィー（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，29．4．1以降30．3．25まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

ダービー卿チャレンジトロフィー（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

59 ヒーズインラブ 牡5鹿 55 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 522－ 41：32．2 6．5�
23 � キャンベルジュニア 牡6鹿 55 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 豪

Katom, Chelsaus, Wynaus &
China Horse Club Investment
Holdings Ltd

544＋101：32．3� 13．4�
815 ストーミーシー 牡5栗 54 大野 拓弥�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 520－ 81：32．4	 26．3�
36 テ オ ド ー ル 牡5鹿 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 546＋ 41：32．61
 13．3�
24 グレーターロンドン 牡6鹿 56．5 田辺 裕信窪田 芳郎氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 470－ 41：32．7� 3．6�
47 ゴールドサーベラス 牡6栗 54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 454－ 6 〃 アタマ 14．8	
12 レッドアンシェル 牡4青鹿56．5 戸崎 圭太 
東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 462＋ 4 〃 クビ 4．0�
35 マイネルアウラート 牡7黒鹿56 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B478－ 4 〃 ハナ 202．0�
713 マルターズアポジー 牡6鹿 58 柴田 善臣藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 530＋ 21：33．01	 5．5
11 アデイインザライフ 牡7鹿 57 北村 宏司池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 550－101：33．1	 17．6�
611 ダイワリベラル 牡7黒鹿56 菊沢 一樹大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B528－ 21：33．31 243．4�
510 ロジチャリス 牡6栗 57 池添 謙一久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B562－ 21：33．4	 62．4�
816 クラリティスカイ 牡6鹿 57 木幡 巧也杉山 忠国氏 斎藤 誠 新冠 パカパカ

ファーム B494－ 61：33．61 407．2�
714 ソルヴェイグ 牝5栗 55．5 三浦 皇成
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 470－ 81：33．7� 44．4�
612 サンライズメジャー 牡9栗 56．5 田中 勝春松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 482－101：34．12� 110．9�
48 ミュゼエイリアン �6鹿 56 F．ミナリク菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 486－ 81：34．2クビ 32．9�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 158，007，500円 複勝： 237，430，400円 枠連： 91，492，400円
馬連： 528，412，400円 馬単： 197，267，500円 ワイド： 291，549，000円
3連複： 857，139，100円 3連単： 1，122，268，600円 計： 3，483，566，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 230円 � 470円 � 580円 枠 連（2－5） 850円

馬 連 �� 3，890円 馬 単 �� 6，770円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 1，880円 �� 4，010円

3 連 複 ��� 27，990円 3 連 単 ��� 126，530円

票 数

単勝票数 計1580075 的中 � 194127（4番人気）
複勝票数 計2374304 的中 � 318221（3番人気）� 123598（8番人気）� 96762（9番人気）
枠連票数 計 914924 的中 （2－5） 82910（2番人気）
馬連票数 計5284124 的中 �� 105017（17番人気）
馬単票数 計1972675 的中 �� 21839（26番人気）
ワイド票数 計2915490 的中 �� 50362（19番人気）�� 40007（23番人気）�� 18425（45番人気）
3連複票数 計8571391 的中 ��� 22963（91番人気）
3連単票数 計11222686 的中 ��� 6430（426番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―11．2―11．2―11．3―11．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―35．0―46．2―57．4―1：08．7―1：20．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F34．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒーズインラブ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 Include デビュー 2015．11．14 京都1着

2013．3．7生 牡5鹿 母 シーズインクルーデッド 母母 Dancingonice 17戦6勝 賞金 131，912，000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 アドマイヤゴッド号・クラリティシチー号・タイセイサミット号・トーセンデューク号
※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。

09036 3月31日 晴 良 （30中山3）第3日 第12競走 ��
��2，400�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，4歳56�5歳以上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
2：28．8
2：28．6

重
不良

22 デジタルフラッシュ 牡7栗 57 北村 宏司 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 474－ 42：36．2 44．9�
813 サ ノ サ マ ー 牡4栗 56 勝浦 正樹佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 472＋ 4 〃 クビ 2．8�
711 リキサンダイオー 牡5黒鹿57 黛 弘人 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 458－ 6 〃 ハナ 5．4�
56 コスモバーダン 牡6鹿 57

55 △武藤 雅 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 512－ 62：36．62� 160．8�
44 サ ラ セ ニ ア 牡5芦 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 478＋ 22：36．7	 7．3�
68 ダウンザライン 牡4芦 56 柴山 雄一	Basic 小野 次郎 新冠 ラツキー牧場 B476－ 22：36．8クビ 44．2

710 カ ブ キ モ ノ 牡5黒鹿57 内田 博幸國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B500－ 4 〃 クビ 11．5�
33 スズカロング 牡4鹿 56 石橋 脩永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 480＋ 42：36．9� 4．7�
57 シフォンカール 牝5芦 55

52 ▲藤田菜七子 �シルクレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：37．64 56．8
45 ベストドリーム 牡7鹿 57 柴田 大知堀口 晴男氏 松山 将樹 日高 日西牧場 482－ 62：37．81
 100．6�
69 メ ガ フ レ ア 牡4黒鹿56 三浦 皇成宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 484－ 42：38．22� 18．3�
812 セイカエドミザカ 牡5栗 57 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 482－ 6 〃 ハナ 45．4�
11 サトノシャーク 牡4鹿 56 F．ミナリク 	サトミホースカンパニー 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 518－ 62：39．15 8．1�

（独）

（13頭）

売 得 金
単勝： 76，880，500円 複勝： 103，210，200円 枠連： 38，516，600円
馬連： 173，194，700円 馬単： 80，737，000円 ワイド： 112，310，800円
3連複： 239，138，100円 3連単： 354，015，900円 計： 1，178，003，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，490円 複 勝 � 510円 � 140円 � 230円 枠 連（2－8） 3，900円

馬 連 �� 4，540円 馬 単 �� 13，200円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 3，210円 �� 430円

3 連 複 ��� 9，520円 3 連 単 ��� 108，150円

票 数

単勝票数 計 768805 的中 � 13692（9番人気）
複勝票数 計1032102 的中 � 38600（8番人気）� 261191（1番人気）� 109567（4番人気）
枠連票数 計 385166 的中 （2－8） 7643（14番人気）
馬連票数 計1731947 的中 �� 29536（18番人気）
馬単票数 計 807370 的中 �� 4587（43番人気）
ワイド票数 計1123108 的中 �� 23452（15番人気）�� 8389（33番人気）�� 73530（3番人気）
3連複票数 計2391381 的中 ��� 18830（33番人気）
3連単票数 計3540159 的中 ��� 2373（316番人気）

ハロンタイム 13．2―12．7―13．4―13．1―13．1―13．8―13．4―12．7―12．3―12．6―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．9―39．3―52．4―1：05．5―1：19．3―1：32．7―1：45．4―1：57．7―2：10．3―2：22．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デジタルフラッシュ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．2．22 東京3着

2011．4．15生 牡7栗 母 マチカネベニツバキ 母母 マチカネレイロウ 33戦3勝 賞金 56，700，000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。



（30中山3）第3日 3月31日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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

232，120，000円
16，630，000円
1，660，000円
27，520，000円
70，598，000円
4，874，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
615，230，500円
928，784，800円
336，525，800円
1，518，264，200円
679，491，500円
929，757，300円
2，175，636，900円
2，909，975，100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 10，093，666，100円

総入場人員 19，618名 （有料入場人員 18，031名）
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