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06037 3月3日 雨 稍重 （31中山2）第4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）

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

59 ブラックアウト 牡3黒鹿56 戸崎 圭太瀬瀬 賢氏 岩戸 孝樹 新冠 安達 洋生 470－ 41：12．7 3．5�
612 グラスボイジャー 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 534＋14 〃 ハナ 10．2�
714 アミュリオン 牡3栗 56 松岡 正海吉澤 克己氏 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 460± 01：12．91� 13．5�
12 ヴァニラシェイク 牝3黒鹿54 三浦 皇成程田 真司氏 田中 博康 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 466－ 21：13．0クビ 4．4�
611 ヤンチャプリヒメ 牝3鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 436－ 21：13．1� 19．6�
713 セイウンメラビリア 牝3青鹿54 村田 一誠西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 石郷岡 雅樹 472＋ 61：13．52� 311．1	
24 シゲルホタルイシ 牡3栗 56

55 ☆武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 浦河 中村 雅明 B482－ 21：13．71� 10．4

23 バシクンレッツゴー 牡3栗 56

54 △菊沢 一樹石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 492± 01：13．8� 131．1�
510 エスプランデル 牡3鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 502＋ 8 〃 アタマ 2．9�
816 アイアンゾーン 牝3芦 54 江田 照男池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 442＋ 21：13．9� 76．4
35 ブラックテキーラ 牡3栗 56 武士沢友治黒澤 尚氏 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 502－ 21：14．11� 55．2�
815 ブラジリアンビキニ 牝3栗 54 勝浦 正樹 Him Rock Racing

ホールディングス� 高橋 裕 日高 北田 剛 456－ 21：14．52� 162．9�
36 エクセルブランコ 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士谷川 正純氏 武藤 善則 平取 坂東牧場 454＋121：14．6クビ 412．9�
48 サステイナビリティ �3鹿 56 津村 明秀ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋ 2 〃 クビ 148．0�
47 コスモアドム 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 41：14．7� 51．2�
11 リュウノイブキ 牡3黒鹿56 F．ミナリク二口 雅一氏 土田 稔 新ひだか 田原橋本牧場 494－ 41：15．44 101．2�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，006，500円 複勝： 49，694，900円 枠連： 18，678，700円
馬連： 70，019，800円 馬単： 35，165，900円 ワイド： 52，716，400円
3連複： 105，324，000円 3連単： 130，127，600円 計： 493，733，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 290円 � 340円 枠 連（5－6） 540円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 660円 �� 720円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 5，650円 3 連 単 ��� 26，320円

票 数

単勝票数 計 320065 的中 � 71950（2番人気）
複勝票数 計 496949 的中 � 108853（2番人気）� 39313（5番人気）� 32139（6番人気）
枠連票数 計 186787 的中 （5－6） 26613（3番人気）
馬連票数 計 700198 的中 �� 32927（4番人気）
馬単票数 計 351659 的中 �� 11407（8番人気）
ワイド票数 計 527164 的中 �� 21118（7番人気）�� 19046（10番人気）�� 8772（18番人気）
3連複票数 計1053240 的中 ��� 13961（20番人気）
3連単票数 計1301276 的中 ��� 3584（80番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．4―12．3―12．9―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．7―46．0―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F39．0
3 ・（2，10）12，15，9（14，16）（7，11）13（8，4，5）6（1，3） 4 ・（2，10）12（9，15）14（7，11，16）（13，4）5，8（3，6）－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブラックアウト �
�
父 トランセンド �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2018．12．8 中山3着

2016．4．25生 牡3黒鹿 母 エプソムメサイア 母母 ゴーイングトゥーイクストリームス 4戦1勝 賞金 8，800，000円
〔騎手変更〕 エスプランデル号の騎手C．ルメールは，第3日第12競走での馬場入場の際の落馬負傷のため石橋脩に変更。
〔その他〕 エスプランデル号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。

ブラジリアンビキニ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エスプランデル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年5月3日まで出走できない。

ブラジリアンビキニ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年4月3日まで出走できない。
※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） 4頭 オルオル号・スズカキッド号・トモジャドット号・ユニバーサリティ号
※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。

06038 3月3日 雨 稍重 （31中山2）第4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）

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

35 レトロフィット 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 488± 01：57．4 2．5�
48 トゥーフラッシー 牝3鹿 54 蛯名 正義西森 鶴氏 高市 圭二 新ひだか グローリーファーム 458－ 21：57．82� 2．5�
11 ミツカネラクリス 牝3鹿 54 横山 典弘小山田 満氏 田島 俊明 日高 槇本牧場 480－10 〃 クビ 7．1�
12 ブライトアクトレス 牝3栗 54 三浦 皇成岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田スタツド 496－ 21：57．9� 7．4�
714 ペイシャキュウ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 410－ 21：58．43 28．3�
611 マリノオークション 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也矢野まり子氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 482＋ 21：58．5クビ 49．0�
24 マジックブルーム 牝3鹿 54 勝浦 正樹村山 卓也氏 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 21：58．82 39．8	
59 ノ ア キ セ キ 牝3鹿 54 江田 照男佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 460－ 41：59．22� 75．3

23 ジェミーウェイ 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹 �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 B454－ 6 〃 クビ 31．8�

713 トーヨークィーン 牝3鹿 54 柴田 大知中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 460－ 21：59．62� 81．6
815 シゲルリシアキセキ 牝3黒鹿 54

51 ▲大塚 海渡森中 蕃氏 和田 雄二 浦河 中村 雅明 456－ 6 〃 アタマ 273．9�
816 ブラックコメディ 牝3鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 小野 次郎 新ひだか 岡野牧場 478＋141：59．8� 115．1�
510 フ ロ リ ー ル 牝3黒鹿54 田辺 裕信飯田 正剛氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 436－ 61：59．9� 35．7�
47 ビバーチェランラン 牝3鹿 54 松岡 正海堀江 貞幸氏 松山 将樹 新ひだか 白井 吉美 434－ 62：00．43 257．8�
36 チェータシカ 牝3鹿 54 菅原 隆一福原 晃氏 伊藤 伸一 様似 清水スタッド 442＋ 62：01．46 429．0�
612 メイショウパンゲア 牝3栗 54 池添 謙一松本 好�氏 和田 勇介 浦河 浦河日成牧場 486＋ 62：01．71� 134．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，423，900円 複勝： 37，502，300円 枠連： 15，238，200円
馬連： 55，987，700円 馬単： 32，231，700円 ワイド： 40，850，000円
3連複： 85，893，500円 3連単： 131，143，900円 計： 427，271，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（3－4） 240円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 140円 �� 300円 �� 290円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 1，340円

票 数

単勝票数 計 284239 的中 � 89201（1番人気）
複勝票数 計 375023 的中 � 102502（1番人気）� 101674（2番人気）� 42223（4番人気）
枠連票数 計 152382 的中 （3－4） 48325（1番人気）
馬連票数 計 559877 的中 �� 180428（1番人気）
馬単票数 計 322317 的中 �� 52266（1番人気）
ワイド票数 計 408500 的中 �� 98795（1番人気）�� 28541（5番人気）�� 29384（4番人気）
3連複票数 計 858935 的中 ��� 131371（2番人気）
3連単票数 計1311439 的中 ��� 70585（2番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―13．0―13．3―12．9―13．0―13．4―13．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．2―38．2―51．5―1：04．4―1：17．4―1：30．8―1：44．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．0
1
3
2，16（1，8，11）12（4，5）（3，14）9（6，15）（7，13）10・（2，16）11（1，8）（5，12）（4，9，14）（3，15，13）－（6，7）－10

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

勝馬の
紹 介

レトロフィット �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2018．11．17 東京7着

2016．4．8生 牝3鹿 母 オフジオールドブロック 母母 Chip 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔騎手変更〕 レトロフィット号の騎手C．ルメールは，第3日第12競走での馬場入場の際の落馬負傷のため戸崎圭太に変更。
〔3走成績による出走制限〕 シゲルリシアキセキ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月3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 ノルニル号
（非抽選馬） 1頭 ネオファルコン号

第２回 中山競馬 第４日



06039 3月3日 雨 稍重 （31中山2）第4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）
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

35 ワイメアバレイ 牝3栗 54
52 △野中悠太郎 �笹川大晃牧場 金成 貴史 森 笹川大晃牧場 468 ―1：13．2 12．9�

713 トミケンボイジフ 牝3黒鹿54 三浦 皇成冨樫 賢二氏 大和田 成 日高 前川 義則 418 ―1：13．41� 23．4�
714 アルジェブラ 牡3鹿 56 池添 謙一ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508 ―1：13．82� 5．2�
816 アシャカホンマル 牡3黒鹿56 津村 明秀吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 畠山牧場 518 ―1：13．9� 6．4�
611 プリティドール 牝3鹿 54 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 新冠 守矢牧場 476 ―1：14．0� 3．7�
23 リネンアリス 牝3黒鹿54 岩部 純二戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 小倉 光博 394 ―1：14．85 72．3	
12 サンハンツビル 牝3黒鹿54 横山 和生 
加藤ステーブル 加藤 和宏 日高 株式会社

ケイズ 456 ―1：14．9� 106．0�
612 ヒ ラ ヒ ラ 牝3鹿 54 村田 一誠石川 貴久氏 小野 次郎 新冠 ムラカミファーム 486 ― 〃 アタマ 103．6�
24 カフェサーバル 牝3鹿 54 松岡 正海西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 500 ―1：15．0クビ 45．0
59 プリモパンサー 牝3鹿 54 田辺 裕信�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 450 ― 〃 クビ 3．3�
36 パラダイスキャット 牝3黒鹿54 武士沢友治石瀬 浩三氏 石栗 龍彦 新冠 大栄牧場 436 ―1：15．21 109．2�
510 オールフォーワン 牡3鹿 56 宮崎 北斗冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 468 ―1：15．73 21．5�
11 イベントホライズン 牡3鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 586 ―1：16．87 15．3�
47 デルマヴォージュ 牡3鹿 56 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 462 ―1：17．54 150．8�
815 クランドゥイユ 牝3青 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ
 田島 俊明 日高 野島牧場 458 ― 〃 クビ 69．1�
48 ペイシャシャコンヌ 牝3黒鹿54 石川裕紀人北所 直人氏 小笠 倫弘 平取 川向高橋育

成牧場 494 ―1：18．24 48．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，405，200円 複勝： 36，166，000円 枠連： 15，584，900円
馬連： 54，496，000円 馬単： 26，937，900円 ワイド： 38，636，800円
3連複： 80，391，500円 3連単： 92，637，000円 計： 376，255，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 330円 � 550円 � 220円 枠 連（3－7） 2，640円

馬 連 �� 12，760円 馬 単 �� 25，900円

ワ イ ド �� 2，980円 �� 1，470円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 22，590円 3 連 単 ��� 191，340円

票 数

単勝票数 計 314052 的中 � 19474（5番人気）
複勝票数 計 361660 的中 � 27669（5番人気）� 15237（8番人気）� 49867（4番人気）
枠連票数 計 155849 的中 （3－7） 4558（10番人気）
馬連票数 計 544960 的中 �� 3308（28番人気）
馬単票数 計 269379 的中 �� 780（60番人気）
ワイド票数 計 386368 的中 �� 3296（27番人気）�� 6852（18番人気）�� 5078（21番人気）
3連複票数 計 803915 的中 ��� 2668（59番人気）
3連単票数 計 926370 的中 ��� 351（438番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―12．3―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．5―46．8―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイメアバレイ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 コロナドズクエスト 初出走

2016．4．3生 牝3栗 母 リ ュ ウ メ イ 母母 ダイコーフリーマン 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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アイニイ号・ウエスタンカッター号・ジオパークガイア号・セイクリッドサン号・フクノナルボンヌ号・

ブラックアマゾン号・ヤマニンポラール号・ヨウコウ号・ラヴィブリランテ号

06040 3月3日 雨 稍重 （31中山2）第4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）
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
1：48．5
1：47．8

重
重

66 � マドラスチェック 牝3栗 54 F．ミナリク吉田 和子氏 斎藤 誠 加 Christine Kath-
erine Hayden 502± 01：54．3 4．0�

（独）

78 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡3白 56 武 豊金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：54．51� 4．7�

33 ゴルトマイスター 牡3栗 56
55 ☆武藤 雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 566＋ 41：54．6クビ 1．7�
67 カ ナ シ バ リ 牝3鹿 54 江田 照男由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 506＋101：55．45 59．4�
55 セイカヤマノ 牡3黒鹿56 三浦 皇成久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B494± 01：56．03� 29．3�
810 シールドヴォルト 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 446＋ 61：56．1クビ 117．6	
811 バンブトンハート 牝3青鹿54 田中 勝春樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 500－ 41：56．42 22．7

22 セイウンオフロード 牡3鹿 56 津村 明秀西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 大西ファーム 480－ 21：56．5クビ 62．6�
79 ジュンアサヒダケ 牡3鹿 56 戸崎 圭太河合 純二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 496－ 61：57．03 18．1�
44 アルマスティング 牡3栗 56 田辺 裕信コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 小島牧場 492－ 21：58．06 17．7

（10頭）
11 フラッシングジェム 牝3青鹿54 石橋 脩 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 474－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 56，030，400円 複勝： 79，908，900円 枠連： 12，096，700円
馬連： 70，462，400円 馬単： 44，857，200円 ワイド： 55，045，700円
3連複： 95，908，100円 3連単： 163，766，600円 計： 578，076，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 120円 � 120円 � 110円 枠 連（6－7） 740円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 280円 �� 180円 �� 180円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 4，070円

票 数

単勝票数 差引計 560304（返還計 16909） 的中 � 110102（2番人気）
複勝票数 差引計 799089（返還計 22997） 的中 � 107770（3番人気）� 116337（2番人気）� 395749（1番人気）
枠連票数 差引計 120967（返還計 13401） 的中 （6－7） 12567（3番人気）
馬連票数 差引計 704624（返還計 73734） 的中 �� 49007（3番人気）
馬単票数 差引計 448572（返還計 40207） 的中 �� 17316（7番人気）
ワイド票数 差引計 550457（返還計 60890） 的中 �� 41788（3番人気）�� 81919（2番人気）�� 83089（1番人気）
3連複票数 差引計 959081（返還計184370） 的中 ��� 168734（1番人気）
3連単票数 差引計1637666（返還計325846） 的中 ��� 29104（9番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―13．3―13．5―12．7―12．1―12．5―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―38．1―51．6―1：04．3―1：16．4―1：28．9―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マドラスチェック �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2018．11．4 東京1着

2016．4．22生 牝3栗 母 Gloat 母母 On Parade 4戦2勝 賞金 18，288，000円
〔騎手変更〕 フラッシングジェム号の騎手C．ルメールは，第3日第12競走での馬場入場の際の落馬負傷のため石橋脩に変更。
〔競走除外・発走状況〕 フラッシングジェム号は，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

7分遅延。
シールドヴォルト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

〔制裁〕 マドラスチェック号の騎手F．ミナリクは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番・3番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 フラッシングジェム号は，平成31年3月4日から平成31年4月2日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔その他〕 マドラスチェック号は，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。
※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。



06041 3月3日 雨 稍重 （31中山2）第4日 第5競走 ��
��1，600�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
1：30．7
1：30．7

良
良

36 コスモミローディア 牡3黒鹿56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 道見牧場 458＋ 21：35．7 11．0�
35 ア ル マ マ 牡3芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 442－ 21：36．01� 4．7�
510 ショーヒデキラ 牡3鹿 56 武 豊吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 476－ 41：36．1� 9．3�
11 エ ス タ ジ 牝3鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 440＋101：36．2� 7．4�
24 シセイタイガ 牡3青鹿56 内田 博幸猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム 454＋ 61：36．52 11．0�
48 コールザチューン 牝3鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 484＋ 21：36．82 4．6	
815 スズロザーナ 牝3栗 54 三浦 皇成森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 422－ 21：37．01 39．8

23 ミ カ エ ラ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 中村 雅明 410－ 41：37．31� 75．6�
713 クリアスカイライン 牝3黒鹿54 横山 和生�G1レーシング 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 440 ― 〃 クビ 177．3
714 トーセングラート 牝3鹿 54 菅原 隆一島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 450＋ 41：37．4クビ 60．6�
816 ブラックミーティア 牡3黒鹿56 田中 勝春高橋 文男氏 宗像 義忠 浦河 栄進牧場 434＋ 4 〃 クビ 150．1�
612 チャーチスクエア 牝3鹿 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 474＋101：37．71� 3．1�
59 ミツカネラブ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也小山田 満氏 天間 昭一 新ひだか 田上 徹 442－ 2 〃 クビ 333．7�
611 レットハーゴー 牝3鹿 54 大野 拓弥ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450 ―1：37．91� 158．9�
47 ノーブルルーナ 牝3黒鹿 54

52 △野中悠太郎吉木 伸彦氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 424－ 41：38．21� 401．7�
12 ブランダード 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士簗詰 貴彦氏 本間 忍 日高 ヤナガワ牧場 378 ―1：38．41� 299．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，096，200円 複勝： 65，938，300円 枠連： 19，958，100円
馬連： 90，961，700円 馬単： 39，098，400円 ワイド： 63，494，300円
3連複： 126，040，800円 3連単： 144，748，500円 計： 595，336，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 260円 � 180円 � 250円 枠 連（3－3） 1，530円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 4，140円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，190円 �� 760円

3 連 複 ��� 5，020円 3 連 単 ��� 34，300円

票 数

単勝票数 計 450962 的中 � 32644（7番人気）
複勝票数 計 659383 的中 � 59716（6番人気）� 110934（2番人気）� 63545（5番人気）
枠連票数 計 199581 的中 （3－3） 10103（7番人気）
馬連票数 計 909617 的中 �� 35738（9番人気）
馬単票数 計 390984 的中 �� 7075（21番人気）
ワイド票数 計 634943 的中 �� 24979（7番人気）�� 13338（21番人気）�� 21621（14番人気）
3連複票数 計1260408 的中 ��� 18815（26番人気）
3連単票数 計1447485 的中 ��� 3059（164番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．6―35．3―47．2―59．3―1：11．3―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモミローディア �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2018．9．2 新潟11着

2016．4．26生 牡3黒鹿 母 シ ギ ル 母母 プラントオジジアン 9戦1勝 賞金 8，350，000円
〔騎手変更〕 チャーチスクエア号の騎手C．ルメールは，第3日第12競走での馬場入場の際の落馬負傷のため石橋脩に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゴールデンゾーン号
（非抽選馬） 4頭 オルエン号・クノイチ号・フルールデシャン号・レッドルーナ号

06042 3月3日 雨 稍重 （31中山2）第4日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時00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

48 エターナルヴィテス 牡3鹿 56 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 470＋ 42：05．5 3．6�
611 レ オ 牡3芦 56 大野 拓弥ニッシンレーシング 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 524－102：05．6� 21．3�
35 レッドサイオン 牡3鹿 56 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 ハナ 2．2�
23 シュテルンシチー 牡3栗 56 三浦 皇成 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 456＋ 22：05．81� 18．0�
815 ラステラデファルコ 牡3黒鹿56 F．ミナリク武田 修氏 武井 亮 安平 追分ファーム 482－ 82：06．22� 4．8�

（独）

612 オ ー レ ア 牝3栗 54 石川裕紀人 	ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 22：06．62� 83．4

816 ベルロスセレソス 牝3鹿 54 内田 博幸吉田 晴哉氏 国枝 栄 安平 追分ファーム 452－ 62：06．81� 125．7�
510 ニシノアレグロ 牡3栗 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 萱野 浩二 浦河 桑田牧場 446－ 42：06．9	 92．2�
11 エレガントクラウン 牝3鹿 54 池添 謙一杉山 忠国氏 大竹 正博 新ひだか 明治牧場 452－ 62：07．11� 25．5
714 サクセスファイター 牡3栗 56 松岡 正海髙嶋 哲氏 中舘 英二 新ひだか 服部 牧場 512＋10 〃 クビ 21．5�
12 デ ア デ ビ ル 牡3鹿 56 津村 明秀	日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 494－ 8 〃 ハナ 51．7�
713 ストレートパンチ 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 B470＋ 62：07．2� 114．1�
47 カウンターエア 牡3鹿 56 田辺 裕信 	社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 546－ 22：07．3� 47．1�
24 ビギングローリー 牡3芦 56 戸崎 圭太窪田 康志氏 中川 公成 平取 坂東牧場 460 ― 〃 クビ 22．0�

（ロックコンサート）

59 ゴシキセントウキ 牡3鹿 56
55 ☆木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 新ひだか 聖心台牧場 492＋102：07．72� 113．5�

36 ミスターバトルマン 牡3青鹿 56
54 △菊沢 一樹西本 資史氏 的場 均 新ひだか グランド牧場 444－102：08．97 358．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，153，400円 複勝： 52，191，500円 枠連： 20，722，400円
馬連： 83，339，600円 馬単： 40，827，900円 ワイド： 56，415，600円
3連複： 112，646，500円 3連単： 140，606，100円 計： 551，903，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 300円 � 120円 枠 連（4－6） 2，420円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 760円 �� 200円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 16，340円

票 数

単勝票数 計 451534 的中 � 99871（2番人気）
複勝票数 計 521915 的中 � 111436（2番人気）� 29657（5番人気）� 132873（1番人気）
枠連票数 計 207224 的中 （4－6） 6633（9番人気）
馬連票数 計 833396 的中 �� 21945（8番人気）
馬単票数 計 408279 的中 �� 6629（12番人気）
ワイド票数 計 564156 的中 �� 16535（7番人気）�� 88447（1番人気）�� 16840（6番人気）
3連複票数 計1126465 的中 ��� 41919（4番人気）
3連単票数 計1406061 的中 ��� 6237（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―37．1―50．3―1：03．5―1：15．8―1：27．7―1：40．0―1：52．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エターナルヴィテス �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2018．10．20 東京6着

2016．3．28生 牡3鹿 母 テ ツ ム ー ン 母母 シアトルビューティ 5戦1勝 賞金 7，550，000円
〔騎手変更〕 レッドサイオン号の騎手C．ルメールは，第3日第12競走での馬場入場の際の落馬負傷のため蛯名正義に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アースドラゴン号・フライクーゲル号
（非抽選馬） 1頭 ショウチクバイ号
※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。



06043 3月3日 雨 重 （31中山2）第4日 第7競走 ��2，400�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
2：28．8
2：28．6

重
不良

816 ミラクルヒッター 牡4芦 56 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 500＋ 22：37．2 35．7�
12 サミットプッシュ 牡4青鹿56 M．デムーロ �キャロットファーム 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 474－ 22：37．62� 3．1�
815 ビ ジ ョ ッ テ 牝5鹿 55 田辺 裕信古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 508± 02：37．81� 17．8�
713� ジャカンドジョー 牡5鹿 57 F．ミナリク井上 一郎氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 474± 0 〃 ハナ 10．8�

（独）

35 ゲームチェンジャー 牡4栗 56
55 ☆木幡 巧也�明栄商事 小西 一男 新冠 樋渡 志尚 512－ 62：37．9	 54．0	

611 アークカンパネラ 牡4青鹿56 戸崎 圭太酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 川上牧場 B496－ 2 〃 クビ 14．6

612 リセンティート 牡5鹿 57

54 ▲菅原 明良米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 506－ 42：38．0クビ 53．4�
47 ギガバッケン 牡4鹿 56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 566＋ 8 〃 アタマ 5．2�
714 ハ イ チ ー ズ 牡4鹿 56 柴田 善臣 �ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 506＋ 42：38．32 125．6
36 オノリシャス 牝5鹿 55 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474－ 62：38．4� 76．4�
23 トモジャタイクーン 牡4鹿 56 武 豊吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 506＋ 62：38．61� 2．6�
11 ユキノアンビシャス 牡4鹿 56 蛯名 正義井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 490＋ 2 〃 ハナ 131．6�
510 フォースリッチ 牡6黒鹿 57

55 △野中悠太郎宇田 豊氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 490＋202：39．02 132．9�
24 � プロヴェルビオ 牝5黒鹿 55

52 ▲山田 敬士成富 直行氏 根本 康広 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 22：39．74 245．3�
48 � カヴァレリア 牡5鹿 57 石川裕紀人 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 516－ 82：39．91� 33．8�
59 � トキメキジュピター 牡4黒鹿 56

54 △菊沢 一樹杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 室田 千秋 500－132：40．11 56．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，207，800円 複勝： 55，163，900円 枠連： 22，795，400円
馬連： 88，214，600円 馬単： 40，556，200円 ワイド： 61，998，300円
3連複： 129，001，400円 3連単： 162，978，600円 計： 603，916，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，570円 複 勝 � 810円 � 190円 � 330円 枠 連（1－8） 2，570円

馬 連 �� 7，520円 馬 単 �� 19，780円

ワ イ ド �� 2，290円 �� 4，060円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 27，590円 3 連 単 ��� 238，220円

票 数

単勝票数 計 432078 的中 � 9669（8番人気）
複勝票数 計 551639 的中 � 14486（9番人気）� 94853（2番人気）� 41879（5番人気）
枠連票数 計 227954 的中 （1－8） 6864（11番人気）
馬連票数 計 882146 的中 �� 9081（18番人気）
馬単票数 計 405562 的中 �� 1537（44番人気）
ワイド票数 計 619983 的中 �� 6935（19番人気）�� 3855（32番人気）�� 14322（10番人気）
3連複票数 計1290014 的中 ��� 3506（70番人気）
3連単票数 計1629786 的中 ��� 496（497番人気）

ハロンタイム 12．8―12．4―13．5―13．2―13．0―13．9―14．0―12．6―12．2―13．1―13．2―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�
12．8―25．2―38．7―51．9―1：04．9―1：18．8―1：32．8―1：45．4―1：57．6―2：10．7―2：23．9

コーナー
通過順位

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

2
�

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

ミラクルヒッター �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．2．3 東京14着

2015．5．23生 牡4芦 母 アーダーチャリス 母母 シルバービオレ 11戦2勝 賞金 16，000，000円
〔騎手変更〕 サミットプッシュ号の騎手C．ルメールは，第3日第12競走での馬場入場の際の落馬負傷のためM．デムーロに変更。
※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。

06044 3月3日 雨 重 （31中山2）第4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

59 ハーモニーライズ 牡4黒鹿57 大野 拓弥日下部勝德氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 502＋ 41：11．1 5．9�
815 アシャカデッシュ 牡4鹿 57 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 登別 登別上水牧場 516－ 41：11．31� 9．4�
48 	 ライバーバード 牡5芦 57 内田 博幸馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B516＋ 2 〃 クビ 2．8�
611 ポップシンガー 牝5鹿 55 勝浦 正樹村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 464＋ 61：11．61
 4．5�
510 ケイアイテディ 牡4栗 57 戸崎 圭太亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 隆栄牧場 B470＋141：11．81
 18．6�
47 タイセイラビッシュ 牡7鹿 57

56 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 494＋121：12．11� 40．4�
612 ブランオラージュ 牡5芦 57 石川裕紀人ディアレストクラブ	 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 452－ 61：12．2クビ 16．6

23 サンジレット 牡5栗 57 小島 太一 	加藤ステーブル 高橋 文雅 新冠 前川 隆範 510－ 21：12．3� 8．9�
713 アルミューテン 牝5栗 55 柴田 大知伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 502± 0 〃 アタマ 15．5�
11 � ブレイブウォリアー 牡5青鹿57 武士沢友治谷口 祐人氏 小桧山 悟 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 21：12．51
 46．9
714� フレンドアリス 牝4栗 55

53 △菊沢 一樹横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 456＋ 61：12．6
 58．5�
816� エリープラネット 牝4栗 55

52 ▲木幡 育也谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 広田牧場 430＋ 41：12．81 55．1�
24 � アンフィーサ 牝4栗 55 三浦 皇成谷口 祐人氏 藤原 辰雄 安平 追分ファーム 466－12 〃 アタマ 179．9�
12 � ユアザスター 牡6鹿 57

55 △野中悠太郎西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B510＋ 41：13．01
 46．4�
36 ハーツブライト 牝5黒鹿55 柴田 善臣伊東 純一氏 佐藤 吉勝 安平 ノーザンファーム B484＋ 41：13．63
 145．1�
35 � カープギャル 牝4鹿 55 江田 照男西村 憲人氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田牧場 466－ 21：14．34 242．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，001，200円 複勝： 65，201，800円 枠連： 26，915，000円
馬連： 122，036，000円 馬単： 51，250，200円 ワイド： 75，457，900円
3連複： 163，417，700円 3連単： 201，599，800円 計： 752，879，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 170円 � 260円 � 140円 枠 連（5－8） 1，770円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 5，190円

ワ イ ド �� 810円 �� 380円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，950円 3 連 単 ��� 28，540円

票 数

単勝票数 計 470012 的中 � 63362（3番人気）
複勝票数 計 652018 的中 � 100746（3番人気）� 52297（5番人気）� 138370（1番人気）
枠連票数 計 269150 的中 （5－8） 11742（7番人気）
馬連票数 計1220360 的中 �� 37865（10番人気）
馬単票数 計 512502 的中 �� 7404（21番人気）
ワイド票数 計 754579 的中 �� 22858（9番人気）�� 54228（2番人気）�� 23211（8番人気）
3連複票数 計1634177 的中 ��� 30981（9番人気）
3連単票数 計2015998 的中 ��� 5120（74番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．1―12．0―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．7―45．7―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハーモニーライズ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．7．9 福島2着

2015．4．19生 牡4黒鹿 母 ファイヤーオパール 母母 ファミリアーリング 18戦2勝 賞金 32，020，000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 シャイニングボルト号・リトルレグルス号
（非抽選馬） 2頭 アメリカンツイスト号・マイネルイノメ号



06045 3月3日 雨 重 （31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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

22 アーバンキッド 牡6鹿 57 F．ミナリク �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 488± 01：50．8 4．4�
（独）

77 テ ィ ソ ー ナ �6黒鹿57 池添 謙一 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 502－ 21：51．01	 4．9�
66 チカノワール 牝5鹿 55 武 豊�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 21：51．1	 6．1�
11 バ イ ガ エ シ 牡7黒鹿57 横山 典弘菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 540＋28 〃 アタマ 17．8�
55 ギブアンドテイク �8栗 57 松岡 正海嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 浦河 昭和牧場 478± 01：51．31
 13．7	
33 ウイングチップ �7黒鹿57 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 500± 01：51．51
 27．4

44 プロフェット 牡6鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478＋ 81：51．6� 5．8�
89 ベアインマインド 牝6鹿 55 大野 拓弥宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 434－ 21：51．7	 77．7�
88 パイオニアバイオ 牝4鹿 55 石橋 脩バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：51．8	 3．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 52，531，800円 複勝： 67，214，500円 枠連： 15，699，400円
馬連： 119，222，200円 馬単： 53，895，000円 ワイド： 68，220，400円
3連複： 151，678，600円 3連単： 254，182，000円 計： 782，643，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 160円 � 170円 枠 連（2－7） 920円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 350円 �� 500円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 11，760円

票 数

単勝票数 計 525318 的中 � 94159（2番人気）
複勝票数 計 672145 的中 � 115479（2番人気）� 111356（3番人気）� 96135（5番人気）
枠連票数 計 156994 的中 （2－7） 13198（4番人気）
馬連票数 計1192222 的中 �� 99610（3番人気）
馬単票数 計 538950 的中 �� 23350（6番人気）
ワイド票数 計 682204 的中 �� 52703（3番人気）�� 34360（7番人気）�� 22570（12番人気）
3連複票数 計1516786 的中 ��� 45110（9番人気）
3連単票数 計2541820 的中 ��� 15663（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．6―26．3―39．0―50．7―1：02．2―1：14．3―1：26．4―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アーバンキッド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Swain デビュー 2015．10．18 東京1着

2013．3．4生 牡6鹿 母 コ ッ ク ニ ー 母母 セニョラージェ 19戦3勝 賞金 91，979，000円
〔騎手変更〕 ティソーナ号の騎手C．ルメールは，第3日第12競走での馬場入場の際の落馬負傷のため池添謙一に変更。
※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。

06046 3月3日 雨 重 （31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，日本馬：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，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

610 マイネルオフィール 牡7鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 512－101：52．2 160．1�

711 カ ゼ ノ コ 牡8鹿 57 津村 明秀	嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 B460－ 2 〃 クビ 8．8�
69 クラシックメタル 
8鹿 56 石川裕紀人吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 502＋ 81：52．41� 14．4�
57 � ク ロ ス ケ 牡4青鹿56 松岡 正海助川 啓一氏 水野 貴広 新冠 大狩部牧場 452－ 21：52．5 28．0�
45 ハイランドピーク 牡5青鹿57 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 470＋121：52．6� 2．0	
58 ゴールデンブレイヴ 牡6栗 56 M．デムーロ保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504＋161：52．7クビ 4．7

814 ハーベストムーン 牡4黒鹿56 福永 祐一三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B512＋ 21：52．8� 34．2�
33 � ストロングバローズ 牡6鹿 56 F．ミナリク猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Fox

Straus KY 550± 01：52．9 25．2�
（独）

813 サンデーウィザード 牡7鹿 58 三浦 皇成巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 468＋181：53．0クビ 27．0
34 プ ロ ト コ ル 牡8栗 56 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 B540＋ 61：53．42 129．4�
712 ブライトアイディア 牡9栗 56 石橋 脩小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B524－ 81：54．25 90．3�
46 サクラルコール 牡8栃栗56 大野 拓弥�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 高橋 修 496± 0 〃 クビ 114．9�
11 リアンヴェリテ 牡5鹿 56 内田 博幸加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 41：54．3� 5．3�
22 カレンラストショー 牡7栗 56 戸崎 圭太鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 450＋ 81：58．0大差 61．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 77，276，100円 複勝： 92，752，300円 枠連： 34，974，600円
馬連： 196，351，900円 馬単： 81，849，700円 ワイド： 108，871，700円
3連複： 272，566，500円 3連単： 389，053，600円 計： 1，253，696，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 16，010円 複 勝 � 2，240円 � 230円 � 310円 枠 連（6－7） 3，130円

馬 連 �� 52，920円 馬 単 �� 120，600円

ワ イ ド �� 11，470円 �� 13，130円 �� 990円

3 連 複 ��� 115，550円 3 連 単 ��� 1，389，470円

票 数

単勝票数 計 772761 的中 � 3861（14番人気）
複勝票数 計 927523 的中 � 8815（14番人気）� 121236（4番人気）� 81829（5番人気）
枠連票数 計 349746 的中 （6－7） 8645（12番人気）
馬連票数 計1963519 的中 �� 2875（62番人気）
馬単票数 計 818497 的中 �� 509（130番人気）
ワイド票数 計1088717 的中 �� 2390（64番人気）�� 2087（67番人気）�� 29577（10番人気）
3連複票数 計2725665 的中 ��� 1769（172番人気）
3連単票数 計3890536 的中 ��� 203（1275番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．3―50．0―1：02．2―1：13．8―1：26．1―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F38．4
1
3
1（14，10）（2，3，12）4（7，5）（8，9）6－13，11・（1，5）9（14，12）（3，10）4（7，8）（13，11）（2，6）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルオフィール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．7．27 札幌2着

2012．4．17生 牡7鹿 母 ア ガ ル タ 母母 ブロードアピール 42戦6勝 賞金 142，053，000円
〔騎手変更〕 ゴールデンブレイヴ号の騎手C．ルメールは，第3日第12競走での馬場入場の際の落馬負傷のためM．デムーロに変

更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カレンラストショー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月3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。

２レース目



06047 3月3日 雨 重 （31中山2）第4日 第11競走 ��
��2，000�第56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

810 メイショウテンゲン 牡3芦 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 458－ 82：03．3 39．1�
55 シュヴァルツリーゼ 牡3青鹿56 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋102：03．51� 20．2�
78 ブレイキングドーン 牡3黒鹿56 福永 祐一前田 幸貴氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 498＋ 42：03．7� 7．3�
22 ニシノデイジー 牡3鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 高木 登 浦河 谷川牧場 496＋ 6 〃 アタマ 2．7�
33 カ ン ト ル 牡3鹿 56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 464＋ 4 〃 ハナ 5．3	
44 サトノラディウス 牡3鹿 56 武 豊 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490－ 42：04．01� 10．1

11 ラストドラフト 牡3黒鹿56 田辺 裕信 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 452－ 4 〃 アタマ 2．9�
89 	 ナ イ マ マ 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 河津 裕昭 日高 道見牧場 450＋ 2 〃 クビ 63．0�

（川崎）

66 ヴァンケドミンゴ 牡3鹿 56 F．ミナリク幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 468＋ 42：05．38 37．7
（独）

77 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 456＋ 22：07．5大差 237．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 348，185，500円 複勝： 330，233，000円 枠連： 93，994，000円 馬連： 926，330，900円 馬単： 450，477，900円
ワイド： 434，595，800円 3連複： 1，189，414，500円 3連単： 2，962，559，800円 5重勝： 664，265，100円 計： 7，400，056，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，910円 複 勝 � 780円 � 600円 � 250円 枠 連（5－8） 14，470円

馬 連 �� 32，600円 馬 単 �� 69，140円

ワ イ ド �� 6，170円 �� 2，250円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 38，960円 3 連 単 ��� 457，370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 464，985，570円的中なし

票 数

単勝票数 計3481855 的中 � 71227（8番人気）
複勝票数 計3302330 的中 � 101186（8番人気）� 134792（6番人気）� 405918（4番人気）
枠連票数 計 939940 的中 （5－8） 5032（27番人気）
馬連票数 計9263309 的中 �� 23431（31番人気）
馬単票数 計4504779 的中 �� 4886（62番人気）
ワイド票数 計4345958 的中 �� 17861（32番人気）�� 50094（21番人気）�� 60109（18番人気）
3連複票数 計11894145 的中 ��� 22893（61番人気）
3連単票数 計29625598 的中 ��� 4696（400番人気）
5重勝票数 計6642651 的中なし

ハロンタイム 12．7―11．7―12．5―12．5―12．4―12．3―12．2―12．1―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―36．9―49．4―1：01．8―1：14．1―1：26．3―1：38．4―1：50．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウテンゲン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．10．21 京都2着

2016．3．10生 牡3芦 母 メイショウベルーガ 母母 パ パ ゴ 6戦2勝 賞金 69，614，000円
〔騎手変更〕 ラストドラフト号の騎手C．ルメールは，第3日第12競走での馬場入場の際の落馬負傷のため田辺裕信に変更。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりメイショウテンゲン号・シュヴァルツリーゼ号・ブレイキングドーン号は，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3日 雨 重 （31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 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
1：30．7
1：30．7

良
良

714 アンノートル 牡5鹿 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 田中 博康 日高 山際 辰夫 506－ 21：35．9 6．2�
59 アルトリウス �5鹿 57

56 ☆武藤 雅�G1レーシング 藤沢 和雄 安平 追分ファーム B462－ 41：36．11	 7．2�
611 エメラルスター 牡5黒鹿57 武 豊高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 456＋ 21：36．31
 9．2�
48 アストラサンタン 牝4青鹿55 福永 祐一丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 458± 01：36．51
 4．6�
816 レッドベルローズ 牝4青鹿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 470＋ 41：36．81� 5．1	
510 ヴィータファン �6鹿 57 F．ミナリク猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 474－ 51：37．11� 46．3


（独）

36 ウィンドライジズ 牡5鹿 57
56 ☆木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 478＋ 6 〃 ハナ 8．3�

11 ヴ ァ イ ザ ー 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 クビ 21．5�
815 ディアジラソル 牝4鹿 55 内田 博幸ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 土田農場 440± 01：37．2クビ 44．3
612 クインズサン 牡6青 57

55 △野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 日進牧場 476＋ 2 〃 クビ 10．8�
713 ロードライト 牝4青鹿 55

52 ▲大塚 海渡榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 B426－ 21：37．3	 180．4�
24 イサチルルンルン 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 B448－ 21：37．61� 118．0�
47 � ディーズエフォート 牝4栗 55 武士沢友治�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 452－ 61：37．92 223．6�
35 モリトユウブ 牡4鹿 57 蛯名 正義石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 494± 01：38．21� 42．2�
23 グ ラ ン サ ム 牡4栗 57 石橋 脩 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B474－ 41：39．26 23．0�
12 ロジペルレスト 牡4栗 57 池添 謙一久米田正明氏 大竹 正博 新冠 須崎牧場 522＋ 81：39．73 20．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 125，036，900円 複勝： 159，778，200円 枠連： 69，351，600円
馬連： 275，081，900円 馬単： 103，653，500円 ワイド： 184，627，700円
3連複： 420，703，100円 3連単： 543，521，500円 計： 1，881，754，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 230円 � 240円 � 300円 枠 連（5－7） 2，080円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 3，760円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，080円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 5，660円 3 連 単 ��� 25，510円

票 数

単勝票数 計1250369 的中 � 159327（3番人気）
複勝票数 計1597782 的中 � 191680（3番人気）� 176036（5番人気）� 129003（7番人気）
枠連票数 計 693516 的中 （5－7） 25786（10番人気）
馬連票数 計2750819 的中 �� 113885（4番人気）
馬単票数 計1036535 的中 �� 20649（10番人気）
ワイド票数 計1846277 的中 �� 65583（6番人気）�� 43512（15番人気）�� 38273（20番人気）
3連複票数 計4207031 的中 ��� 55697（17番人気）
3連単票数 計5435215 的中 ��� 15441（65番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．9―12．1―12．2―12．1―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．8―47．9―1：00．1―1：12．2―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

アンノートル �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．6．25 東京1着

2014．3．10生 牡5鹿 母 タイキシャイン 母母 タイキトゥインクル 18戦4勝 賞金 50，499，000円
〔騎手変更〕 アルトリウス号の騎手C．ルメールは，第3日第12競走での馬場入場の際の落馬負傷のため武藤雅に変更。
〔発走状況〕 レッドベルローズ号は，枠入り不良。
※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4日 3月3日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 171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

292，740，000円
2，570，000円
22，620，000円
1，730，000円
34，920，000円
70，093，000円
4，616，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
931，354，900円
1，091，745，600円
366，009，000円
2，152，504，700円
1，000，801，500円
1，240，930，600円
2，932，986，200円
5，316，925，000円
664，265，100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
5 重 勝
計 15，697，522，600円

総入場人員 19，542名 （有料入場人員 17，547名）
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