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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

06013 2月24日 晴 良 （31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

714 ロジカルガール 牝3栗 54 田辺 裕信平川 浩之氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 452－ 21：56．7 7．8�
611 エフルラージュ 牝3栗 54 北村 宏司�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 2 〃 ハナ 4．3�
612 グ リ グ リ 牝3鹿 54 C．ルメール 増田 和啓氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 502－ 41：57．23 1．7�
11 ニシノアメイズ 牝3鹿 54 津村 明秀西山 茂行氏 松山 将樹 日高 長谷川 一男 494＋ 81：57．62� 23．8�
47 ジュエルインザサン 牝3鹿 54 F．ブロンデル �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 480＋ 8 〃 クビ 15．5	

（仏）

35 タ イ コ 牝3黒鹿54 柴田 大知ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 520± 01：58．55 298．9


713 ボニーソックス 牝3黒鹿54 丸山 元気落合 幸弘氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 446－ 21：58．6� 10．0�
510 フロンサック 牝3鹿 54 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 454－ 6 〃 クビ 129．7�
23 アリューカス 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士�ヒダカファーム竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム 420－ 8 〃 ハナ 63．5
12 ジェイエルシップ 牝3栗 54 戸崎 圭太橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 452 ―1：59．23� 18．9�
59 コ ー ヴ 牝3青鹿54 伴 啓太�三嶋牧場 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 446－ 81：59．41� 179．7�
24 メイソフィア 牝3黒鹿54 大野 拓弥千明牧場 勢司 和浩 浦河 千明牧場 476－122：00．25 93．1�
816 スズカマリーシップ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 454± 02：00．52 67．5�
815 アイアムツイテル 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 B488－102：00．82 151．9�
36 エリンアクトレス 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 大栄牧場 B480± 02：01．11� 111．9�
48 アメリアヴォーグ 牝3黒鹿54 田中 勝春志村 幸彦氏 小野 次郎 愛 Godolphin 462＋ 22：05．8大差 164．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，322，500円 複勝： 57，324，600円 枠連： 18，332，700円
馬連： 64，197，400円 馬単： 39，283，000円 ワイド： 45，399，100円
3連複： 94，306，800円 3連単： 135，485，200円 計： 490，651，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 150円 � 130円 � 110円 枠 連（6－7） 310円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 430円 �� 330円 �� 190円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 9，850円

票 数

単勝票数 計 363225 的中 � 36783（3番人気）
複勝票数 計 573246 的中 � 55452（3番人気）� 78622（2番人気）� 272877（1番人気）
枠連票数 計 183327 的中 （6－7） 45278（1番人気）
馬連票数 計 641974 的中 �� 36777（6番人気）
馬単票数 計 392830 的中 �� 8456（12番人気）
ワイド票数 計 453991 的中 �� 23805（5番人気）�� 33123（3番人気）�� 69262（1番人気）
3連複票数 計 943068 的中 ��� 77039（1番人気）
3連単票数 計1354852 的中 ��� 9972（32番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．6―13．2―13．5―13．1―13．1―13．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．1―50．3―1：03．8―1：16．9―1：30．0―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F39．8
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロジカルガール �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2018．10．21 東京6着

2016．5．27生 牝3栗 母 ロジカルクィーン 母母 Laguna Seca 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 エフルラージュ号の調教師大竹正博は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アメリアヴォーグ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月24日まで平地

競走に出走できない。
※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24日 晴 良 （31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

35 ザディファレンス 牡3栗 56
54 △野中悠太郎石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 芳住 鉄兵 480＋281：12．3 28．1�

714 ケイアイビリジアン 牡3栗 56 大野 拓弥亀田 和弘氏 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 21：12．51 2．2�
510 クールティアラ 牝3鹿 54 津村 明秀川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 B472＋ 4 〃 クビ 3．6�
12 コパノサンデー �3青鹿56 田辺 裕信小林 照弘氏 和田 勇介 新ひだか 沖田 忠幸 434± 01：13．67 45．8�
816 タイムアクシス 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 対馬 正 462＋ 21：13．7� 21．6�
611 ツウカイステラ 牝3鹿 54 石川裕紀人木村 直樹氏 小笠 倫弘 新ひだか 萩澤 泰博 460＋ 21：14．23 21．3�
47 サトノジョニー 牡3栗 56 松岡 正海 	サトミホースカンパニー 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 502－10 〃 アタマ 22．2

713 ノーブルヘリオス 牡3栗 56 柴田 善臣吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 新冠伊藤牧場 440 ― 〃 アタマ 65．3�
23 イッツザファースト 牡3芦 56 F．ミナリク飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B482－ 6 〃 ハナ 3．9�

（独）

815 マースルマン 牡3鹿 56 伊藤 工真キャピタルクラブ 林 徹 新ひだか 田湯牧場 448＋ 61：14．4� 104．3
11 チェリーマドンナ 牝3鹿 54 丸山 元気櫻井 悦朗氏 小西 一男 新冠 飛渡牧場 442 ―1：14．5� 25．4�
36 クリノリトルスター 牝3栗 54 伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 日高 増尾牧場 408－ 21：14．71� 142．3�
24 シゲルブドウセキ 牡3栗 56 江田 照男森中 蕃氏 高橋 裕 浦河 王蔵牧場 468± 01：14．8� 257．9�
59 ハッピーアモン 牝3黒鹿54 北村 宏司平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 452－101：15．43� 126．9�
612 マンゴープリン 牝3黒鹿54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 小倉 光博 432－ 2 〃 アタマ 419．8�
48 ブルーアトール 牝3鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 中橋 正 430＋ 21：16．03� 402．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，600，700円 複勝： 35，413，800円 枠連： 14，450，900円
馬連： 62，994，600円 馬単： 32，178，400円 ワイド： 42，446，500円
3連複： 91，737，900円 3連単： 117，497，100円 計： 426，319，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，810円 複 勝 � 450円 � 120円 � 140円 枠 連（3－7） 2，840円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 8，970円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，360円 �� 230円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 36，710円

票 数

単勝票数 計 296007 的中 � 8413（8番人気）
複勝票数 計 354138 的中 � 11806（8番人気）� 108259（1番人気）� 67191（2番人気）
枠連票数 計 144509 的中 （3－7） 3931（9番人気）
馬連票数 計 629946 的中 �� 15346（8番人気）
馬単票数 計 321784 的中 �� 2689（28番人気）
ワイド票数 計 424465 的中 �� 8937（12番人気）�� 7032（18番人気）�� 56691（2番人気）
3連複票数 計 917379 的中 ��� 21906（10番人気）
3連単票数 計1174971 的中 ��� 2320（99番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．7―12．5―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．4―46．9―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザディファレンス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Deputy Commander デビュー 2018．10．14 新潟13着

2016．4．22生 牡3栗 母 ム カ ラ フ ァ 母母 Courtroom Antics 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ザディファレンス号の騎手野中悠太郎は，決勝線手前で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

30，000円。（被害馬：10番・14番）
※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 ブラックアウト号
（非抽選馬） 1頭 タカラチーター号
※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２回 中山競馬 第２日



06015 2月24日 晴 良 （31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

24 グリニッジシチー 牡3栗 56 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新冠 カミイスタット 480－ 41：57．0 74．9�
23 スカテナート 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 安惠氏 古賀 慎明 安平 追分ファーム 460＋ 21：57．53 2．5�
36 キャストロット 牡3鹿 56 三浦 皇成多田 賢司氏 中川 公成 浦河 高昭牧場 502± 01：57．71� 56．9�
611 フクサンダーク 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 480－ 41：57．8� 2．5�
816 テンノウザン 牡3黒鹿56 田中 勝春長谷川清英氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 456－ 21：58．22� 62．6�
714 フリーズオプション 牡3鹿 56 江田 照男吉田 千津氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 462－ 61：58．52 295．2	
713 ホウオウトゥルース 牡3栗 56 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 480± 01：58．71� 4．3

510 モリトシュン 牡3青鹿56 伴 啓太石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 486－ 41：59．02 567．1�
12 シルヴァーイーグル 牡3芦 56 内田 博幸星野 �男氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 510＋ 41：59．1クビ 54．5
59 タイセイグリード 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 460－ 61：59．31� 413．5�
35 タカラパーティ 牝3鹿 54 横山 和生村山 義男氏 藤原 辰雄 浦河 宮内牧場 508－ 21：59．61� 150．2�
48 ラインハーベスト 牡3栗 56 津村 明秀大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 528－ 81：59．7� 17．5�
11 ゲットリズム 牡3鹿 56 北村 宏司ジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 81：59．8クビ 22．4�
612 マイネルリッター 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム B536＋ 42：00．43� 26．7�
47 トレンドボブ 牝3鹿 54 F．ミナリク �ローレルレーシング 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 434－ 22：01．35 143．3�

（独）

815 ヒロコプリンセス 牝3鹿 54 菅原 隆一国田 正忠氏 柴田 政人 浦河 大北牧場 380－ 62：02．78 314．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，564，900円 複勝： 46，857，500円 枠連： 16，113，100円
馬連： 65，920，800円 馬単： 37，796，000円 ワイド： 45，485，000円
3連複： 104，151，000円 3連単： 140，190，900円 計： 495，079，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，490円 複 勝 � 1，240円 � 160円 � 1，190円 枠 連（2－2） 8，410円

馬 連 �� 9，740円 馬 単 �� 29，830円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 24，320円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 105，270円 3 連 単 ��� 949，890円

票 数

単勝票数 計 385649 的中 � 4114（10番人気）
複勝票数 計 468575 的中 � 7842（10番人気）� 109984（2番人気）� 8207（9番人気）
枠連票数 計 161131 的中 （2－2） 1484（18番人気）
馬連票数 計 659208 的中 �� 5241（19番人気）
馬単票数 計 377960 的中 �� 950（49番人気）
ワイド票数 計 454850 的中 �� 4548（19番人気）�� 473（68番人気）�� 5930（16番人気）
3連複票数 計1041510 的中 ��� 742（117番人気）
3連単票数 計1401909 的中 ��� 107（869番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．9―38．8―52．7―1：05．6―1：18．1―1：31．0―1：43．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グリニッジシチー �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 トワイニング デビュー 2019．1．27 東京8着

2016．3．30生 牡3栗 母 プラセンティア 母母 キャサリーンパー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒロコプリンセス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月24日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ジェミーウェイ号・ノアキセキ号
（非抽選馬） 3頭 アースドラゴン号・ゼヒニオヨバズ号・パワーリンク号
※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。

06016 2月24日 晴 良 （31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

47 アッシャムス 牝3鹿 54 三浦 皇成�KTレーシング 武井 亮 浦河 桑田牧場 484 ―1：14．6 3．0�
24 ナムラジョニー 牡3芦 56 石橋 脩奈村 信重氏 大和田 成 様似 林 時春 508 ―1：14．7� 3．8�
611 ルナフラッシュ 牝3栗 54 F．ミナリク友水 達也氏 武藤 善則 日高 木村牧場 442 ―1：14．91� 12．9�

（独）

714 ゴールドプラネット 牝3黒鹿54 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 日高 いとう牧場 480 ― 〃 クビ 100．5�
816 ラ キ ウ ラ 牡3黒鹿56 北村 宏司�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 460 ― 〃 ハナ 24．0�
11 ス ト イ ク ス 牝3黒鹿54 M．デムーロ阿部 友弘氏 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 408 ―1：15．0� 4．7	
510 ヴァージンビート 牝3鹿 54 武士沢友治岡田 牧雄氏 田島 俊明 日高 春木ファーム 484 ―1：15．1クビ 36．6

12 ソ ダ ネ ー 牝3鹿 54 横山 和生國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 428 ―1：15．52� 44．6�
23 パ イ カ ジ 牝3栗 54

52 △野中悠太郎ニッシンレーシング 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 460 ―1：15．92� 23．6�
815 セ ド ゥ 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹合同会社雅苑興業 松山 将樹 浦河 三嶋牧場 434 ―1：16．11� 102．6
36 スプーンミー 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 新冠 スカイビーチステーブル 436 ―1：16．2� 141．2�
713 ローレルリース 牝3鹿 54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 小島 茂之 浦河 ガーベラパー

クスタツド 504 ―1：16．41 6．7�
35 タイセイブランシュ 牝3芦 54 江田 照男田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 前川 勝春 454 ―1：16．71� 103．2�
59 エメラルドアゲン 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 浦河 大樹ファーム 468 ―1：16．8クビ 32．1�
612 サンマッカレン 牝3鹿 54 小島 太一 �加藤ステーブル 清水 英克 日高 株式会社

ケイズ 404 ―1：18．28 76．4�
48 エリーブリーズ 牝3栗 54 大庭 和弥谷川 正純氏 石毛 善彦 むかわ ヤマイチ牧場 424 ―1：18．62� 215．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，284，200円 複勝： 40，827，600円 枠連： 15，454，000円
馬連： 58，691，400円 馬単： 29，332，600円 ワイド： 41，469，900円
3連複： 81，216，200円 3連単： 96，476，500円 計： 397，752，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 150円 � 250円 枠 連（2－4） 570円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 310円 �� 670円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 9，670円

票 数

単勝票数 計 342842 的中 � 91356（1番人気）
複勝票数 計 408276 的中 � 92377（1番人気）� 78010（2番人気）� 31739（5番人気）
枠連票数 計 154540 的中 （2－4） 20757（1番人気）
馬連票数 計 586914 的中 �� 68915（1番人気）
馬単票数 計 293326 的中 �� 16684（1番人気）
ワイド票数 計 414699 的中 �� 38694（1番人気）�� 14982（7番人気）�� 11835（8番人気）
3連複票数 計 812162 的中 ��� 23976（5番人気）
3連単票数 計 964765 的中 ��� 7232（21番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．3―12．9―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―36．2―49．1―1：01．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アッシャムス �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 アドマイヤコジーン 初出走

2016．4．12生 牝3鹿 母 アドマイヤプルート 母母 スプリングハーレー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の22頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）22頭 アイニイ号・アシャカホンマル号・アルジェブラ号・イベントホライズン号・ウエスタンカッター号・

カフェサーバル号・ジャストワンルック号・ストロングヘヴン号・タイセイフレイム号・デルマヴォージュ号・
ノボリターン号・パラダイスキャット号・ヒラヒラ号・プリティドール号・プリモパンサー号・ペイシャシャコンヌ号・
ベルウッドガルチ号・メイブツシャチョウ号・ヤマニンポラール号・ラヴィブリランテ号・リネンアリス号・
ワイメアバレイ号

※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24日 晴 良 （31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

36 キタノインパクト 牡3鹿 56 C．ルメール DMMドリームクラブ� 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 494－ 62：13．4 1．4�
35 ポイントオブオナー 牡3栗 56 丸山 元気吉田 勝己氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：14．03� 6．9�
11 フェリスナタール 牡3栗 56 田辺 裕信 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 508－ 82：14．21� 11．1�
713 ヤギリオーディン 牡3黒鹿56 松岡 正海内田ヤエ子氏 小西 一男 新冠 有限会社 大

作ステーブル 504＋ 4 〃 アタマ 26．5�
815 レッドクーゲル 牡3栗 56 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 432＋ 42：14．51� 27．6	
24 レイヴンキング 牡3青鹿56 石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 520－ 22：14．81� 55．9

714 パワポケチャラット 牡3鹿 56 三浦 皇成柳原 達也氏 中野 栄治 むかわ 市川牧場 440－14 〃 クビ 45．7�
59 マイネルステレール 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 22：14．9� 10．4�

816 ヘヴンリータイム 	3栗 56
55 ☆木幡 巧也伊藤 正徳氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 500－ 42：15．21� 592．4

612 オウケンインザサン 牡3青 56 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 466－ 62：15．62� 12．0�
510 ミサトテスコ 牝3鹿 54 武士沢友治戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 木村 秀則 432－ 22：15．91� 397．8�
47 パ シ ー ジ ョ 牡3鹿 56 大野 拓弥前田 幸治氏 田中 博康 新ひだか 築紫 洋 470＋202：16．43 111．1�
48 デルマノートルダム 牡3栗 56 蛯名 正義浅沼 廣幸氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 440－ 42：16．93 182．0�
611 レーヌシャドウ 牝3鹿 54 F．ミナリク�Shadow 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 454＋ 42：17．43 271．4�

（独）

23 ジユウノメガミ 牝3鹿 54
51 ▲山田 敬士�ミルファーム 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 472＋ 42：17．61
 354．7�

12 トーセンジェロニモ 牡3栗 56
54 △菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新冠 秋田牧場 482－ 8 （競走中止） 78．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，767，000円 複勝： 157，157，300円 枠連： 18，105，300円
馬連： 70，281，200円 馬単： 54，701，800円 ワイド： 54，350，500円
3連複： 105，783，000円 3連単： 196，659，700円 計： 700，805，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 160円 � 190円 枠 連（3－3） 380円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 190円 �� 250円 �� 690円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 2，090円

票 数

単勝票数 計 437670 的中 � 240557（1番人気）
複勝票数 計1571573 的中 � 1197276（1番人気）� 77968（2番人気）� 55116（5番人気）
枠連票数 計 181053 的中 （3－3） 36541（1番人気）
馬連票数 計 702812 的中 �� 139781（1番人気）
馬単票数 計 547018 的中 �� 85693（1番人気）
ワイド票数 計 543505 的中 �� 82448（1番人気）�� 57254（2番人気）�� 16182（8番人気）
3連複票数 計1057830 的中 ��� 81991（2番人気）
3連単票数 計1966597 的中 ��� 67993（1番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―12．4―12．9―13．1―12．3―12．4―12．0―11．8―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．6―36．0―48．9―1：02．0―1：14．3―1：26．7―1：38．7―1：50．5―2：01．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．7
1
3
4－5，12（1，6）9－（3，13）（10，14）15，8－11（7，16）
4，5（1，6，12）9（15，13）－（10，14）（11，16）8，7＝3

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

勝馬の
紹 介

キタノインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．7 東京4着

2016．1．12生 牡3鹿 母 ボンバルリーナ 母母 レッドキャット 4戦1勝 賞金 9，400，000円
〔競走中止〕 トーセンジェロニモ号は，競走中に疾病〔左第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため1コーナー手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 オーレア号・トーセンバーボン号・フライクーゲル号・ラッキーアモン号
（非抽選馬） 1頭 シンモエ号
※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24日 晴 良 （31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

55 ウィクトーリア 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 470＋121：47．9 3．4�
67 ペ レ 牝3黒鹿54 大野 拓弥�NICKS 奥村 武 安平 ノーザンファーム 436－ 21：48．22 4．8�
710 エ ト ワ ー ル 牝3栗 54 戸崎 圭太近藤 英子氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 478＋121：48．3クビ 5．9�
44 エ ア ジ ー ン 牝3鹿 54 M．デムーロ �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 454＋101：48．94 2．2�
56 クィーンユニバンス 牝3鹿 54 田辺 裕信亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 500－ 81：49．43 17．6	
33 ヒマワリオジョウ 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 育也石井 義孝氏 谷原 義明 日高 中館牧場 420＋ 21：50．35 314．1

68 キタノキセキ 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹北所 直人氏 伊藤 正徳 日高 森永牧場 416－101：50．83 180．5�
812 ド ナ リ エ ラ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士�ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 福岡 駿弥 462－ 6 〃 クビ 489．0�
811 ヴィジョニア 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也田頭 勇貴氏 的場 均 新冠 芳住 鉄兵 414＋10 〃 ハナ 445．2
79 アトミックスワップ 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎田頭 勇貴氏 古賀 史生 日高 門別牧場 454± 01：50．9クビ 480．9�
22 フラテルニテ 牝3芦 54 丸山 元気北嶋 義三氏 戸田 博文 平取 北島牧場 490－ 21：51．22 17．2�
11 シ ン モ エ 牝3黒鹿54 武士沢友治�藤原牧場 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 444－ 21：51．41� 327．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，464，400円 複勝： 43，200，400円 枠連： 12，204，000円
馬連： 69，841，700円 馬単： 40，265，200円 ワイド： 44，508，200円
3連複： 85，697，000円 3連単： 172，444，000円 計： 511，624，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 160円 � 160円 枠 連（5－6） 740円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 340円 �� 320円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 5，460円

票 数

単勝票数 計 434644 的中 � 101536（2番人気）
複勝票数 計 432004 的中 � 85082（2番人気）� 65860（4番人気）� 68367（3番人気）
枠連票数 計 122040 的中 （5－6） 12676（4番人気）
馬連票数 計 698417 的中 �� 55299（5番人気）
馬単票数 計 402652 的中 �� 17775（9番人気）
ワイド票数 計 445082 的中 �� 33127（5番人気）�� 36216（4番人気）�� 32817（6番人気）
3連複票数 計 856970 的中 ��� 54267（4番人気）
3連単票数 計1724440 的中 ��� 22897（21番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．2―12．4―12．0―12．4―12．0―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―36．5―48．9―1：00．9―1：13．3―1：25．3―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．6
1
3
5，6（2，4，7）12（1，3，10）－9－11，8
5，6，7（2，4，10）－1（12，3）＝9（8，11）

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

勝馬の
紹 介

ウィクトーリア �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2018．7．22 函館1着

2016．3．27生 牝3鹿 母 ブラックエンブレム 母母 ヴァンドノワール 4戦2勝 賞金 15，200，000円
〔3走成績による出走制限〕 シンモエ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年4月24日まで平地競走に出走できない。
※シンモエ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

追 加 記 事（第 2回中山競馬第 1日第 2競走）
〔その他〕　　モクソン号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。



06019 2月24日 晴 良 （31中山2）第2日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時30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

35 テンワールドレイナ 牝4栗 55 M．デムーロ天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 474＋ 21：33．6 1．8�
48 レッドイリーゼ 牝4青鹿55 F．ブロンデル �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 442± 01：33．91� 6．8�

（仏）

510 コーラルプリンセス 牝5芦 55 石川裕紀人吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 538＋161：34．0� 44．4�
611 スピリットソウル 牡5黒鹿57 松岡 正海落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 520＋16 〃 クビ 10．2�
23 	 ディスパーション 牝5栗 55 石橋 脩村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 472＋ 21：34．1� 16．3�
47 レーヌジャルダン 牝5鹿 55 三浦 皇成 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 ハナ 25．3	
24 ルックアットミー 牝5鹿 55 伴 啓太髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 500＋281：34．31 173．0

816 アムネスティ 
6鹿 57 田辺 裕信窪田 康志氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 494－ 2 〃 ハナ 79．0�
11 ネオヴィットーリア 牝5黒鹿55 F．ミナリク小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 464＋ 2 〃 ハナ 73．3�

（独）

815 ライトカラカゼ 牡4鹿 57 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 478＋14 〃 ハナ 27．9
36 ブルーハワイアン 牝4栗 55 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 462＋ 21：34．62 46．4�
59 レ ロ ー ヴ 牝5鹿 55

53 △野中悠太郎今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 498＋ 21：34．81� 18．3�
612 ミッキークロス 牝5青鹿 55

52 ▲木幡 育也野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 422± 01：35．01 36．9�
714 アイアムヒメ 牝4栗 55 江田 照男玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 B458＋ 41：35．21� 31．7�
12 フラットレー 
4青鹿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 498＋14 〃 ハナ 6．9�
713 ロジブリランテ 牡5黒鹿57 内田 博幸久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 562＋101：37．4大差 289．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，777，800円 複勝： 76，261，300円 枠連： 20，969，700円
馬連： 99，148，900円 馬単： 48，642，600円 ワイド： 69，268，600円
3連複： 140，602，100円 3連単： 190，725，400円 計： 689，396，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 790円 枠 連（3－4） 380円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，420円 �� 3，740円

3 連 複 ��� 7，700円 3 連 単 ��� 21，840円

票 数

単勝票数 計 437778 的中 � 186878（1番人気）
複勝票数 計 762613 的中 � 300518（1番人気）� 100612（2番人気）� 12980（12番人気）
枠連票数 計 209697 的中 （3－4） 41879（1番人気）
馬連票数 計 991489 的中 �� 145637（1番人気）
馬単票数 計 486426 的中 �� 56991（1番人気）
ワイド票数 計 692686 的中 �� 87468（1番人気）�� 11269（15番人気）�� 4149（38番人気）
3連複票数 計1406021 的中 ��� 13685（22番人気）
3連単票数 計1907254 的中 ��� 6331（51番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―11．9―11．6―11．8―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．2―47．1―58．7―1：10．5―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．9

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テンワールドレイナ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．9．10 中山7着

2015．2．24生 牝4栗 母 レイナクーバ 母母 キューバリブレ 13戦2勝 賞金 27，470，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ディーズエフォート号・マイネルイノメ号
※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24日 晴 良 （31中山2）第2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）
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

816 アルーフクライ 牡5鹿 57 C．ルメール �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 490－ 21：54．7 3．0�
713 スプリングフット 牡5鹿 57 原田 和真島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 494＋ 41：55．12� 34．8�
714	 マイネルストラトス 牡5黒鹿57 丸山 元気杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 496＋ 41：55．2クビ 32．2�
59 	 ランニングウインド 牡5鹿 57 三浦 皇成島川 �哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 486－ 6 〃 クビ 8．0�
48 ゴールドパッション 牡4栗 56 松岡 正海居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 522－ 61：55．3
 158．7	
611 マイネルレンカ 牡5黒鹿57 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 466± 01：55．4クビ 35．7�
35 ハイアーグラウンド �5鹿 57 石橋 脩小村アセットM
 大和田 成 千歳 社台ファーム 502＋ 21：55．61� 19．5�
815 スピアザゴールド �6鹿 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498± 0 〃 ハナ 3．2
36 ロジヒューズ 牝4鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 474－ 61：55．81 24．0�
12 	 ヒロノワカムシャ �5黒鹿57 江田 照男小野 博郷氏 柴田 政人 日高 ファーミングヤナキタ 466－ 4 〃 アタマ 6．3�
11 ハ イ チ ー ズ 牡4鹿 56 田中 勝春 
ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 502± 01：56．12 49．1�
47 	 タキオンレイ 牝5栗 55

52 ▲山田 敬士小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 484＋ 61：56．31� 283．4�
23 ヴィーグリーズ 牡5鹿 57

55 △野中悠太郎�服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 健太郎 472－ 51：56．72� 222．6�
612 アスコットチャンプ �6栗 57

56 ☆木幡 巧也星野 �男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 466－ 21：56．8
 121．1�
24 ナイトジュレップ 牡4栗 56 田辺 裕信 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 488－ 21：57．33 9．7�
510	 ヒ ス イ 牝5鹿 55 岩部 純二清水 敏氏 谷原 義明 新冠 有限会社 大

作ステーブル B492－ 21：57．93� 369．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，966，100円 複勝： 53，546，400円 枠連： 27，524，800円
馬連： 92，889，600円 馬単： 44，684，200円 ワイド： 63，623，300円
3連複： 134，779，300円 3連単： 172，606，000円 計： 629，619，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 630円 � 670円 枠 連（7－8） 1，150円

馬 連 �� 4，680円 馬 単 �� 7，320円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 1，790円 �� 8，880円

3 連 複 ��� 30，910円 3 連 単 ��� 124，140円

票 数

単勝票数 計 399661 的中 � 104775（1番人気）
複勝票数 計 535464 的中 � 137625（1番人気）� 17373（9番人気）� 16243（10番人気）
枠連票数 計 275248 的中 （7－8） 18494（6番人気）
馬連票数 計 928896 的中 �� 15350（16番人気）
馬単票数 計 446842 的中 �� 4577（23番人気）
ワイド票数 計 636233 的中 �� 10597（15番人気）�� 9223（20番人気）�� 1802（55番人気）
3連複票数 計1347793 的中 ��� 3270（79番人気）
3連単票数 計1726060 的中 ��� 1008（335番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―12．6―13．1―12．8―12．5―12．9―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―37．7―50．8―1：03．6―1：16．1―1：29．0―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルーフクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2016．8．7 新潟2着

2014．4．18生 牡5鹿 母 シダクティヴリー 母母 Torrid Affair 22戦2勝 賞金 43，770，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



06021 2月24日 晴 良 （31中山2）第2日 第9競走 ��
��1，600�

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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

22 レ ノ ー ア 牝3栗 54 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 402－ 21：34．5 17．1�
79 ミ ト ロ ジ ー 牡3栗 56 C．ルメール �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：34．6� 1．7�
33 カ ル リ ー ノ 牡3鹿 56 M．デムーロ �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 500＋ 2 〃 ハナ 3．0�
44 キ タ イ 牝3鹿 54 田辺 裕信西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 490＋ 81：35．45 12．1�
11 クロムウェル 牡3栗 56 大野 拓弥�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 アサヒ牧場 434－ 41：35．5� 98．3	
810 エムアイグランツ 牡3黒鹿56 田中 勝春岩崎 充利氏 谷原 義明 日高 細川牧場 502－ 61：35．81� 237．3

66 セクシイフラワー 牝3黒鹿54 菊沢 一樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 438－ 6 〃 ハナ 453．7�
811	 ハクモクレン 牝3黒鹿54 三浦 皇成吉田 和子氏 萩原 清 米 Loren

Nichols 506－ 21：36．01
 9．2�
55 アイアムハヤスギル 牡3黒鹿56 戸崎 圭太堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 474± 01：36．1� 15．2
78 ラバストーン 牡3鹿 56 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 454＋ 61：37．05 263．0�
67 プラピルーン 牡3鹿 56 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 赤石 久夫 440－ 61：37．1� 544．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 54，678，300円 複勝： 95，131，300円 枠連： 18，713，000円
馬連： 102，360，800円 馬単： 64，883，400円 ワイド： 47，711，300円
3連複： 120，431，900円 3連単： 308，903，600円 計： 812，813，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 180円 � 110円 � 110円 枠 連（2－7） 1，350円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 4，590円

ワ イ ド �� 310円 �� 370円 �� 130円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 9，900円

票 数

単勝票数 計 546783 的中 � 25463（6番人気）
複勝票数 計 951313 的中 � 41173（6番人気）� 611244（1番人気）� 138997（2番人気）
枠連票数 計 187130 的中 （2－7） 10682（5番人気）
馬連票数 計1023608 的中 �� 55515（5番人気）
馬単票数 計 648834 的中 �� 10592（17番人気）
ワイド票数 計 477113 的中 �� 31772（4番人気）�� 25361（7番人気）�� 124678（1番人気）
3連複票数 計1204319 的中 ��� 184822（1番人気）
3連単票数 計3089036 的中 ��� 22608（36番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．1―11．7―11．7―11．7―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．3―36．4―48．1―59．8―1：11．5―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

レ ノ ー ア �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 トワイニング デビュー 2018．6．9 東京1着

2016．1．31生 牝3栗 母 レッドターキー 母母 レッドレターデイ 8戦2勝 賞金 26，582，000円
〔3走成績による出走制限〕 プラピルーン号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年4月24日まで平地競走に出走でき

ない。

06022 2月24日 晴 良 （31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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

35 ブラックジョー �6青鹿57 F．ブロンデル山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 462－ 21：11．3 140．1�
（仏）

24 ス ミ レ 牝6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 464± 01：11．4	 111．3�
（独）

11 ロードエース 牡4鹿 57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 504－ 61：11．71
 10．8�
815 レ イ ダ ー 牡5鹿 57 C．ルメール 石川 達絵氏 堀 宣行 安平 追分ファーム B532＋ 4 〃 アタマ 3．6�
713 ガ ン ジ ー 牡8栗 57 石川裕紀人岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 516－10 〃 クビ 85．5�
47 � ジャスパープリンス 牡4鹿 57 木幡 巧也加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

478－ 41：11．8	 12．5	
36 � フランシスコダイゴ 牡4鹿 57 柴田 善臣 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 日高 タバタファーム 472＋ 41：11．9クビ 22．2

510 タガノヴィッター 牡6鹿 57 石橋 脩八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 516－ 4 〃 アタマ 9．7�
48 プレシャスエース 牡6鹿 57 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 504－ 41：12．0	 59．5�
816 ルッジェーロ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 520－ 81：12．32 5．9
23 スビールアスール 牝5黒鹿55 大野 拓弥�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 496－ 21：12．4クビ 3．9�
714 オーヴァーライト 牡4栗 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 手塚 貴久 新冠 須崎牧場 508＋ 41：12．5	 9．2�
59 ベルウッドケルン 牡7栗 57 武士沢友治鈴木 照雄氏 本間 忍 伊達 高橋農場 490＋ 41：12．6	 496．2�
612 サニーダンサー 牡4栗 57 江田 照男陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 バンブー牧場 480－ 21：12．92 62．9�
611� サザンヴィグラス 牡4鹿 57 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ

ネツ牧場 494＋161：13．32	 110．9�
12 マンカストラップ 牡5青鹿57 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 502＋ 21：13．61
 17．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，789，000円 複勝： 103，442，400円 枠連： 50，448，000円
馬連： 213，038，100円 馬単： 80，061，500円 ワイド： 118，775，100円
3連複： 311，784，700円 3連単： 371，687，400円 計： 1，318，026，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 14，010円 複 勝 � 3，920円 � 2，450円 � 430円 枠 連（2－3） 2，980円

馬 連 �� 200，360円 馬 単 �� 416，980円

ワ イ ド �� 28，670円 �� 19，180円 �� 16，540円

3 連 複 ��� 562，110円 3 連 単 ��� 5，614，020円

票 数

単勝票数 計 687890 的中 � 3926（15番人気）
複勝票数 計1034424 的中 � 6567（15番人気）� 10629（13番人気）� 71381（6番人気）
枠連票数 計 504480 的中 （2－3） 13081（12番人気）
馬連票数 計2130381 的中 �� 824（97番人気）
馬単票数 計 800615 的中 �� 144（198番人気）
ワイド票数 計1187751 的中 �� 1069（93番人気）�� 1600（81番人気）�� 1856（76番人気）
3連複票数 計3117847 的中 ��� 416（359番人気）
3連単票数 計3716874 的中 ��� 48（2392番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．3―11．8―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．7―45．5―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックジョー �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2015．10．18 京都10着

2013．3．17生 �6青鹿 母 ラ ブ レ タ ー 母母 ナショナルポートレイト 33戦5勝 賞金 62，525，000円
〔制裁〕 ルッジェーロ号の騎手戸崎圭太は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて過

怠金30，000円。（被害馬：7番・11番・8番・14番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アシャカダイキ号・ストロベリームーン号・ビービーサレンダー号・マイネルエスパス号・ライジングリーズン号・

リュウノユキナ号
※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。

２レース目



06023 2月24日 晴 良 （31中山2）第2日 第11競走
天皇陛下御在位30年慶祝

��
��1，800�第93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，30．2．24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，30．2．23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 798，000円 228，000円 114，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

11 ウインブライト 牡5芦 57 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 492＋ 21：45．5 7．0�
33 ラッキーライラック 牝4栗 53 石橋 脩 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 クビ 8．6�
67 ステルヴィオ 牡4鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 490＋12 〃 アタマ 4．6�
810 スワーヴリチャード 牡5栗 58 M．デムーロ�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 524＋141：45．71� 5．6�
79 エポカドーロ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 田上 徹 496＋ 6 〃 アタマ 5．3	
55 デ ィ ア ド ラ 牝5鹿 54 C．ルメール 森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 504＋ 51：46．12 2．6

22 マルターズアポジー 牡7鹿 56 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 534－ 21：46．31	 51．1�
78 
 ハッピーグリン 牡4栗 55 F．ミナリク会田 裕一氏 田中 淳司 千歳 社台ファーム 464＋ 41：46．4クビ 85．8�

（北海道） （独）

811 マイネルサージュ 牡7鹿 56 津村 明秀 �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 508－12 〃 クビ 245．3

44 � シベリアンスパーブ 牡10鹿 56 田中 勝春藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 506＋ 21：48．5大差 480．8�
66 トルークマクト 牡9鹿 56 大野 拓弥�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 460－ 41：49．88 516．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 397，324，700円 複勝： 404，558，000円 枠連： 113，999，700円 馬連： 1，063，773，600円 馬単： 476，172，800円
ワイド： 510，304，000円 3連複： 1，347，025，500円 3連単： 3，035，520，700円 5重勝： 674，012，900円 計： 8，022，691，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 190円 � 240円 � 160円 枠 連（1－3） 2，450円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 4，670円

ワ イ ド �� 720円 �� 420円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 22，810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����� 471，809，030円

票 数

単勝票数 計3973247 的中 � 451719（5番人気）
複勝票数 計4045580 的中 � 554320（4番人気）� 379881（6番人気）� 731647（2番人気）
枠連票数 計1139997 的中 （1－3） 35918（14番人気）
馬連票数 計10637736 的中 �� 332529（14番人気）
馬単票数 計4761728 的中 �� 76460（27番人気）
ワイド票数 計5103040 的中 �� 176127（14番人気）�� 326057（6番人気）�� 179286（13番人気）
3連複票数 計13470255 的中 ��� 309700（18番人気）
3連単票数 計30355207 的中 ��� 96451（110番人気）
5重勝票数 計6740129 的中 ����� 1

ハロンタイム 12．4―11．1―11．5―11．7―11．5―11．7―12．1―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．0―46．7―58．2―1：09．9―1：22．0―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

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5芦 母 サマーエタニティ 母母 オールフォーゲラン 17戦7勝 賞金 299，523，000円
〔制裁〕 ステルヴィオ号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。
※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。

06024 2月24日 晴 良 （31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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

23 ノーフィアー 牡5栗 57 三浦 皇成平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 502－ 21：11．2 6．7�
11 シアーライン 牡6鹿 57 C．ルメール 吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B526＋ 21：11．3� 5．3�
510� グランティエラ 牡5鹿 57

55 △野中悠太郎 �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 504－ 61：11．4� 27．1�

47 アルベルティーヌ 牝4黒鹿55 大野 拓弥村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 442± 01：11．71� 6．8�
48 ボクノナオミ 牝7鹿 55

53 △菊沢 一樹塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 498＋ 2 〃 ハナ 23．8�
35 ダークリパルサー 牡4黒鹿57 田辺 裕信�レッドマジック金成 貴史 日高 幾千世牧場 506＋12 〃 ハナ 7．5	
714� エタニティーワルツ 牡6黒鹿57 石川裕紀人村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 506± 0 〃 クビ 86．8

816 ヤ サ シ サ 牝5鹿 55 F．ミナリク佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 496± 01：11．8クビ 3．7�

（独）

12 アンプラグド 	8芦 57 内田 博幸諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 502－ 61：12．01� 140．2�
612 ジ オ ラ マ 牡6栗 57 戸崎 圭太�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 532＋ 21：12．1クビ 5．4
713 ト ッ カ ー タ 牡4黒鹿57 柴田 大知門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 478－ 2 〃 クビ 35．0�
815 ドウカンヤマ 牡6栗 57 横山 和生一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 508＋ 61：12．63 41．0�
36 クリノレオノール 牝5鹿 55

52 ▲山田 敬士栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 466± 0 〃 ハナ 219．9�
611� ウインバローラス 牡7鹿 57 F．ブロンデル�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 B498－ 41：12．7クビ 71．8�

（仏）

59 グランドポピー 牝7栗 55 北村 宏司田畑 利彦氏 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 478－10 〃 クビ 84．9�
24 ヤマニンシャンデル 牝7栗 55 田中 勝春土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 474－ 41：13．97 109．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 123，194，800円 複勝： 145，428，400円 枠連： 62，336，100円
馬連： 274，910，300円 馬単： 106，306，600円 ワイド： 183，457，600円
3連複： 407，224，000円 3連単： 546，468，400円 計： 1，849，326，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 240円 � 210円 � 610円 枠 連（1－2） 1，750円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 730円 �� 2，510円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 12，340円 3 連 単 ��� 55，560円

票 数

単勝票数 計1231948 的中 � 145575（4番人気）
複勝票数 計1454284 的中 � 170811（4番人気）� 201180（3番人気）� 51678（8番人気）
枠連票数 計 623361 的中 （1－2） 27571（8番人気）
馬連票数 計2749103 的中 �� 117097（6番人気）
馬単票数 計1063066 的中 �� 21606（12番人気）
ワイド票数 計1834576 的中 �� 67638（7番人気）�� 18324（24番人気）�� 17633（25番人気）
3連複票数 計4072240 的中 ��� 24734（36番人気）
3連単票数 計5464684 的中 ��� 7130（170番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．6―12．0―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．5―46．5―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．7
3 ・（15，16）9（3，5，10）1（8，11）（4，7，12，13，14）6，2 4 ・（15，16）（3，9，10）（1，5）（8，11）（4，12，13，14）7（6，2）

勝馬の
紹 介

ノーフィアー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．12．3 中山4着

2014．5．30生 牡5栗 母 ミスフェリチタ 母母 ス リ ー エ フ 16戦4勝 賞金 52，100，000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。

５レース目



（31中山2）第2日 2月24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 178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

284，940，000円
22，250，000円
2，000，000円
34，480，000円
72，187，000円
4，815，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
953，734，400円
1，259，149，000円
388，651，300円
2，238，048，400円
1，054，308，100円
1，266，799，100円
3，024，739，400円
5，484，664，900円
674，012，900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
5 重 勝
計 16，344，107，500円

総入場人員 30，208名 （有料入場人員 28，027名）
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