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06049 3月9日 晴 重 （31中山2）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時05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 アロハブリーズ 牝3栗 54 三浦 皇成�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 460± 01：12．2 2．1�
612 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 B470－ 21：12．62� 2．9�
714 タマモキャペリン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 448－ 21：13．02� 7．7�
816 ナイスプリンセス 牝3鹿 54 武士沢友治田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 462 ―1：13．21� 72．6�
59 セ イ ス ピ カ 牝3黒鹿54 岩田 康誠金田 成基氏 中川 公成 新冠 松本 信行 438＋ 81：13．3� 12．7	
48 ホワイトヘブン 牝3芦 54 岩部 純二�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 460＋141：13．4� 23．6

12 イーパンサーパン 牝3黒鹿54 松岡 正海松本 俊廣氏 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 476＋121：13．5� 67．1�
23 ウエスタンカッター 牝3黒鹿54 蛯名 正義山本弥恵子氏 田中 剛 新ひだか ウエスタンファーム 430 ―1：13．6� 51．5�
35 バームクーヘン 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 土田 稔 浦河 ミルファーム 476± 01：14．02� 94．7
36 セクシオンドール 牝3黒鹿54 大野 拓弥梶本 尚嗣氏 和田 勇介 浦河 宮内牧場 482＋ 41：14．1� 14．8�
713 フクノナルボンヌ 牝3栗 54

52 △野中悠太郎福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社
ケイズ 488 ― 〃 アタマ 92．3�

815 ニシノライリー 牝3黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 480＋ 81：14．2� 67．7�
47 コ ー ラ ル 牝3青鹿 54

51 ▲山田 敬士鈴木美江子氏 田島 俊明 新冠 新冠橋本牧場 B434＋ 2 〃 クビ 222．4�
611 ジオパークガイア 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也小関 勝紀氏 田中 剛 様似 様似共栄牧場 426 ―1：14．3クビ 262．8�
510 リネンエイコウ 牝3栗 54 石川裕紀人戸山 光男氏 加藤 和宏 日高 沖田牧場 438± 01：15．68 41．7�
11 ゴールドウイスパー 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹居城 寿与氏 南田美知雄 新冠 北勝ファーム 460 ―1：16．02� 197．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，030，500円 複勝： 44，187，600円 枠連： 11，533，200円
馬連： 55，121，400円 馬単： 28，873，700円 ワイド： 40，441，800円
3連複： 81，365，000円 3連単： 110，520，900円 計： 400，074，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（2－6） 250円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 140円 �� 220円 �� 270円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 1，310円

票 数

単勝票数 計 280305 的中 � 105615（1番人気）
複勝票数 計 441876 的中 � 161459（1番人気）� 99344（2番人気）� 62796（3番人気）
枠連票数 計 115332 的中 （2－6） 34683（1番人気）
馬連票数 計 551214 的中 �� 175574（1番人気）
馬単票数 計 288737 的中 �� 48951（1番人気）
ワイド票数 計 404418 的中 �� 91792（1番人気）�� 42605（2番人気）�� 31166（3番人気）
3連複票数 計 813650 的中 ��� 124964（1番人気）
3連単票数 計1105209 的中 ��� 60880（1番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．7―12．4―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．4―46．8―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アロハブリーズ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2018．10．21 新潟5着

2016．3．18生 牝3栗 母 コンドルショット 母母 リープフォージョイ 4戦1勝 賞金 8，450，000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 エリーブリーズ号・モリトローテローゼ号

06050 3月9日 晴 重 （31中山2）第5日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時35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

712� イッツリット 牡3栗 56 戸崎 圭太�ノースヒルズ 和田正一郎 米
Betz, Burns, Mag-
ers, CoCo Equine
& Terra Racing

478－ 61：55．5 3．5�
34 ネオブレイブ 牡3栗 56 田辺 裕信西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 490－ 61：55．71� 19．3�
610 ドンヒューズ 牡3栗 56 川田 将雅山本又一郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 520＋ 4 〃 ハナ 1．9�
815 セ オ リ ー 牡3青鹿56 石橋 脩藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 484－ 41：57．18 5．1�
46 ファンタスティック 牡3栗 56 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム B470－ 21：57．2	 17．2�
47 ジェイケイブラック 牡3青鹿56 田中 勝春小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 490－101：57．3
 18．8	
814 イワネコゴシキ 牡3青鹿 56

55 ☆武藤 雅丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 504－ 6 〃 クビ 29．2

35 ペイシャニンフ 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 様似 林 時春 482－ 61：58．04 76．4�
11 ユイノコッペパン 牡3栗 56 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 柏木 一則 432－ 81：58．1
 62．4�
713 ラウズアップ 牡3黒鹿56 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 日高 株式会社カ

ネツ牧場 412± 01：58．41	 266．2
59 マ ビ ヨ ン 牡3鹿 56 江田 照男髙嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 466－ 21：58．5	 44．5�
58 サンデーレイジ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也深見 富朗氏 伊藤 伸一 新冠 ハシモトフアーム 472－ 21：59．45 296．7�
23 マヤノハルモニア 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良田所 英子氏 尾形 和幸 日高 天羽牧場 412－ 62：00．03
 162．1�
611 ケイティロード 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎瀧本 和義氏 清水 英克 安平 追分ファーム 480－ 62：01．06 161．5�
22 サンメドフォード 牝3鹿 54 武士沢友治 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 出口牧場 468－ 42：07．6大差 260．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，820，200円 複勝： 35，252，000円 枠連： 11，985，000円
馬連： 51，971，400円 馬単： 29，985，800円 ワイド： 33，435，000円
3連複： 79，757，000円 3連単： 106，171，200円 計： 375，377，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 260円 � 110円 枠 連（3－7） 3，370円

馬 連 �� 3，940円 馬 単 �� 6，410円

ワ イ ド �� 870円 �� 170円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 13，440円

票 数

単勝票数 計 268202 的中 � 59994（2番人気）
複勝票数 計 352520 的中 � 56767（3番人気）� 21744（5番人気）� 122172（1番人気）
枠連票数 計 119850 的中 （3－7） 2750（9番人気）
馬連票数 計 519714 的中 �� 10197（10番人気）
馬単票数 計 299858 的中 �� 3506（16番人気）
ワイド票数 計 334350 的中 �� 8044（10番人気）�� 63604（1番人気）�� 13747（5番人気）
3連複票数 計 797570 的中 ��� 41572（4番人気）
3連単票数 計1061712 的中 ��� 5724（33番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―13．3―13．5―12．8―12．7―12．7―12．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．4―38．7―52．2―1：05．0―1：17．7―1：30．4―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

�イッツリット �
�
父 Animal Kingdom �

�
母父 Whywhywhy デビュー 2018．10．20 東京6着

2016．5．16生 牡3栗 母 Why Katherine 母母 Include Katherine 4戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンメドフォード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月9日まで平地競

走に出走できない。
ケイティロード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月9日まで平地競走

に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 マヤノハルモニア号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月9日まで平地競走に出走で

きない。
※出走取消馬 アシベツヨウヘイ号（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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 モリトシュン号

第２回 中山競馬 第５日



06051 3月9日 晴 重 （31中山2）第5日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時05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

24 クイーンズテイスト 牝3黒鹿 54
52 △菊沢 一樹 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 464－ 41：12．6 8．0�

510 ア マ ゾ ニ カ 牝3栗 54 岩田 康誠ディアレストクラブ� 矢野 英一 新ひだか 山野牧場 440－ 41：13．55 7．6�
35 ラヴィブリランテ 牝3鹿 54 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田牧場 470 ―1：13．92� 5．7�
612 ニシノリリアンヌ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也西山 茂行氏 牧 光二 新ひだか 前田ファーム 472－ 41：14．0クビ 30．5�
713 ザセイシュンズモウ 牝3栗 54

52 △野中悠太郎芳賀 克也氏 伊藤 伸一 浦河 荻伏三好フ
アーム 426＋ 21：14．21� 20．6	

815 レッドアデニウム 牝3鹿 54
53 ☆武藤 雅 �東京ホースレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 534＋ 61：14．3� 3．5


11 ノボオリエンス 牝3栗 54 F．ミナリク�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 458－ 81：14．72� 2．6�
（独）

12 ブラックアマゾン 牡3青 56 江田 照男長谷川兼美氏 本間 忍 浦河 谷口牧場 462 ― 〃 アタマ 157．2�
48 デルママドレーヌ 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良浅沼 廣幸氏 武井 亮 日高 ファニーヒルファーム 442－101：14．8� 56．9
23 キンショーヘイロー 牡3鹿 56 内田 博幸礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 幸 牧場 486 ―1：15．01� 42．0�
59 クラーロデラルナ 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 育也平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 武 牧場 416－161：15．21 210．2�
36 ハヤブサヴィーナス 牝3鹿 54 木幡 初也武田 修氏 高柳 瑞樹 日高 坂 牧場 B410± 01：15．62� 81．2�
611 フラッフィーベア 牝3鹿 54 嘉藤 貴行 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 436－ 41：15．81� 273．9�
714 サーチライト 牝3青鹿 54

51 ▲山田 敬士三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 佐藤牧場 438＋ 21：16．44 389．8�
816 ダ ー ジ ル 牡3鹿 56 武士沢友治松谷 翔太氏 石栗 龍彦 新冠 長浜 忠 422＋ 41：17．03� 269．5�
47 ブライティアアバ 牝3栗 54

51 ▲大塚 海渡小林 昌志氏 鹿戸 雄一 平取 雅 牧場 404 ―1：19．4大差 263．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，379，100円 複勝： 38，363，400円 枠連： 12，569，400円
馬連： 54，092，200円 馬単： 28，938，900円 ワイド： 36，855，600円
3連複： 72，016，300円 3連単： 94，387，300円 計： 372，602，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 220円 � 170円 � 180円 枠 連（2－5） 1，560円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 480円 �� 650円 �� 680円

3 連 複 ��� 4，170円 3 連 単 ��� 23，910円

票 数

単勝票数 計 353791 的中 � 35122（5番人気）
複勝票数 計 383634 的中 � 41068（5番人気）� 61828（2番人気）� 55204（3番人気）
枠連票数 計 125694 的中 （2－5） 6213（6番人気）
馬連票数 計 540922 的中 �� 22498（5番人気）
馬単票数 計 289389 的中 �� 5453（12番人気）
ワイド票数 計 368556 的中 �� 20138（5番人気）�� 14345（7番人気）�� 13655（8番人気）
3連複票数 計 720163 的中 ��� 12924（13番人気）
3連単票数 計 943873 的中 ��� 2861（78番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―12．4―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．3―47．7―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クイーンズテイスト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2018．6．2 東京3着

2016．3．29生 牝3黒鹿 母 セコンドピアット 母母 エービーヌードル 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダージル号・ブライティアアバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月9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。
（非抽選馬） 5頭 アニマート号・オルクリスト号・トモジャファイブ号・ナムラアイアイサー号・ヤマニンスピナー号
※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。

06052 3月9日 晴 重 （31中山2）第5日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時35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

47 アルカイクスマイル 牝3青鹿54 柴田 善臣�梅田牧場 高木 登 浦河 梅田牧場 520 ―1：55．4 12．3�
23 リュウノイカリ 牡3黒鹿56 池添 謙一二口 雅一氏 牧浦 充徳 平取 船越 伸也 490 ―1：56．03� 8．0�
611 ピチカートポルカ 牝3鹿 54 F．ミナリク �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530 ―1：56．1� 4．7�
（独）

12 	 パイオニアバローズ 牡3黒鹿56 川田 将雅猪熊 広次氏 木村 哲也 米 Bret Jones 532 ― 〃 アタマ 4．3�
815 ゴールドアクション 牝3鹿 54 大野 拓弥居城 寿与氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 480 ―1：56．63 15．6�
714 タ オ ヤ カ 牝3栗 54 柴田 大知 	グランデオーナーズ 畠山 吉宏 新ひだか 本桐牧場 462 ―1：57．23� 28．0

11 キョウエイワイルド 
3鹿 56 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 青森 野々宮牧場 482 ―1：57．3� 97．6�
510 プレイアディ 牡3鹿 56 松岡 正海加藤 誠氏 田中 剛 日高 渋谷 健作 474 ―1：59．1大差 51．9�
59 スチームパンク 牡3鹿 56 石橋 脩金子真人ホール

ディングス	 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 502 ―1：59．2� 15．4
36 カ ラ ミ ン サ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太吉田 和美氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 502 ―1：59．94 3．1�
48 コウセイブレイヴ 牡3鹿 56 内田 博幸杉安浩一郎氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 512 ― 〃 アタマ 71．4�
35 ノアクリスティン 牝3鹿 54 武士沢友治佐山 公男氏 古賀 史生 平取 びらとり牧場 480 ―2：00．32� 128．1�
612 ヌーヴァエポカ 牝3黒鹿54 伴 啓太	G1レーシング 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 492 ―2：01．04 104．1�
24 メ デ ィ ナ 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅中村 祐子氏 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 520 ―2：01．85 21．9�
713 エリーアワード 牝3栗 54

52 △野中悠太郎谷川 正純氏 萱野 浩二 日高 浜本 幸雄 480 ―2：04．3大差 100．4�
816 ティライズワン 牡3鹿 56 江田 照男田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 500 ―2：14．3大差 190．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，593，100円 複勝： 39，985，900円 枠連： 14，143，100円
馬連： 52，204，400円 馬単： 24，788，000円 ワイド： 37，526，200円
3連複： 74，284，600円 3連単： 82，642，500円 計： 359，167，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 280円 � 190円 � 180円 枠 連（2－4） 2，110円

馬 連 �� 3，460円 馬 単 �� 6，880円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 880円 �� 680円

3 連 複 ��� 5，760円 3 連 単 ��� 36，150円

票 数

単勝票数 計 335931 的中 � 21788（5番人気）
複勝票数 計 399859 的中 � 32471（5番人気）� 58622（4番人気）� 64748（2番人気）
枠連票数 計 141431 的中 （2－4） 5172（8番人気）
馬連票数 計 522044 的中 �� 11670（14番人気）
馬単票数 計 247880 的中 �� 2701（29番人気）
ワイド票数 計 375262 的中 �� 8327（12番人気）�� 10953（8番人気）�� 14421（6番人気）
3連複票数 計 742846 的中 ��� 9662（17番人気）
3連単票数 計 826425 的中 ��� 1657（114番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．6―13．3―13．0―12．9―13．1―13．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．8―50．1―1：03．1―1：16．0―1：29．1―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

アルカイクスマイル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Mr. Greeley 初出走

2016．3．24生 牝3青鹿 母 アルカイックレディ 母母 No More Ironing 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メディナ号・エリーアワード号・ティライズワン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成31年4月9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） 5頭 アルファ号・ショーシンイ号・タイセイシャトル号・ノーブルアポロン号・ラスベガステソーロ号
※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。



06053 3月9日 晴 良 （31中山2）第5日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時25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
1：44．9
1：43．9

良
良

35 ランペドゥーザ 牝3栗 54 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 472± 01：49．7 12．1�

714 フィリアーノ 牡3芦 56 石橋 脩吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 448± 01：50．01� 3．7�
611 ブレーヴユニコーン 牡3青鹿56 岩田 康誠諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 508－141：50．21� 2．9�
36 ココリアッピア 牝3黒鹿54 内田 博幸美﨑光二郎氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 440＋ 41：50．62	 19．6�
59 チェスターコート 牡3栗 56 石川裕紀人吉田 晴哉氏 萩原 清 安平 追分ファーム 436＋ 41：50．7	 33．2�
816 キ ー ト ス 牝3栗 54 柴田 善臣	G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 402－ 61：51．12	 7．6

12 
 ランドルーラー 牡3鹿 56 三浦 皇成ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 510－161：51．2	 7．1�
24 エクスポーネント 牡3黒鹿56 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 木村 秀則 412－14 〃 アタマ 115．4�
612 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 452－ 4 〃 クビ 43．7
11 クロッグダンス 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎 �社台レースホース伊藤 大士 千歳 社台ファーム 444 ―1：51．51� 35．6�
47 ナックゼウス 牡3栗 56 田辺 裕信小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 490－121：51．82 8．0�
713 ミエノカムカム 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅里見美惠子氏 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 448－ 6 〃 クビ 203．4�
815
 フルオブドリームズ 牝3黒鹿54 柴田 大知岡田 牧雄氏 高木 登 愛 Racing

Trend Srl 432± 01：52．01� 181．3�
510 フルールデシャン 牝3鹿 54 蛯名 正義飯田 正剛氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 436± 01：53．06 205．8�
23 ゴールドブリオン 牡3栗 56 大野 拓弥嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 410 ―1：53．42	 111．9�
48 サノノドラゴン 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 412－ 6 〃 クビ 268．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，462，700円 複勝： 44，978，300円 枠連： 16，605，800円
馬連： 60，975，400円 馬単： 29，010，400円 ワイド： 42，447，600円
3連複： 81，115，200円 3連単： 92，941，900円 計： 398，537，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 230円 � 140円 � 140円 枠 連（3－7） 1，400円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 5，610円

ワ イ ド �� 570円 �� 450円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 15，660円

票 数

単勝票数 計 304627 的中 � 20052（6番人気）
複勝票数 計 449783 的中 � 38726（6番人気）� 91949（2番人気）� 93672（1番人気）
枠連票数 計 166058 的中 （3－7） 9174（7番人気）
馬連票数 計 609754 的中 �� 20849（9番人気）
馬単票数 計 290104 的中 �� 3874（20番人気）
ワイド票数 計 424476 的中 �� 17098（8番人気）�� 22426（4番人気）�� 55604（1番人気）
3連複票数 計 811152 的中 ��� 39140（4番人気）
3連単票数 計 929419 的中 ��� 4301（42番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―12．4―12．6―12．3―12．2―11．9―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―37．3―49．9―1：02．2―1：14．4―1：26．3―1：37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．3
1
3
14，11（4，15）（12，16）5（6，7，10）9（2，13）－8，1－3
14，11（4，15）16（5，12，7）10，6（9，13）（1，2）－8－3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ランペドゥーザ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2018．8．26 新潟17着

2016．4．16生 牝3栗 母 セイウンユウカ 母母 ワンモアギャル 11戦1勝 賞金 5，500，000円

06054 3月9日 晴 良 （31中山2）第5日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時55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
1：06．7
1：06．5

良
良

22 ホープフルサイン 牡3黒鹿56 江田 照男 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 494－ 31：09．7 182．2�
814 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 486－ 4 〃 アタマ 8．9�
610� ヴォイスオブジョイ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan
Connors 436－ 2 〃 ハナ 2．2�

23 � ユニバーサルレディ 牝3鹿 54
52 △野中悠太郎沖田 正憲氏 萱野 浩二 日高 沖田牧場 444－ 81：09．8	 10．1�

713 ナタラディーヴァ 牝3黒鹿 54
53 ☆武藤 雅加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 438－ 41：09．9
 24．4�

46 カステヘルミ 牝3黒鹿54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 428＋ 21：10．22 4．7	
35 マーマレードガール 牝3黒鹿54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 滝本 健二 460＋121：10．51
 15．4�
34 ナーゲルリング 牝3黒鹿54 F．ミナリク 
ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 浦河 浦河小林牧場 454± 0 〃 クビ 20．2�

（独）

47 � ヨークテソーロ 牝3鹿 54
51 ▲菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 愛 Rabbah Blood-
stock Limited 436＋ 61：10．6クビ 53．9

11 スカイズザリミット 牝3栗 54
51 ▲木幡 育也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 見上牧場 444＋ 2 〃 ハナ 101．3�

59 � ルマーカーブル 牡3鹿 56 三浦 皇成伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 B516－ 21：10．7	 6．8�

58 ア ン ビ ル 牡3黒鹿56 松岡 正海
菅井牧場 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 472－ 21：10．8	 77．9�
611 エンパイアシュアー 牡3鹿 56 田中 勝春
ターフ・スポート和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 462－ 81：11．01	 24．3�
815 カイラーサナータ 牝3鹿 54 菅原 隆一
ミルファーム 石毛 善彦 新冠 ヒカル牧場 468＋ 21：11．21 611．0�
712� ハッピーエマーブル 牝3栗 54 高松 亮会田 裕一氏 平山 真希 新ひだか グローリーファーム 472－141：12．05 328．7�

（浦和） （浦和）

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，948，500円 複勝： 53，110，200円 枠連： 18，488，100円
馬連： 74，903，200円 馬単： 35，886，300円 ワイド： 51，127，700円
3連複： 97，167，400円 3連単： 123，286，400円 計： 493，917，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 18，220円 複 勝 � 3，380円 � 230円 � 130円 枠 連（2－8） 5，200円

馬 連 �� 94，850円 馬 単 �� 121，230円

ワ イ ド �� 18，880円 �� 10，610円 �� 430円

3 連 複 ��� 61，440円 3 連 単 ��� 1，051，560円

票 数

単勝票数 計 399485 的中 � 1754（13番人気）
複勝票数 計 531102 的中 � 2583（13番人気）� 56783（4番人気）� 152028（1番人気）
枠連票数 計 184881 的中 （2－8） 2755（18番人気）
馬連票数 計 749032 的中 �� 612（72番人気）
馬単票数 計 358863 的中 �� 222（133番人気）
ワイド票数 計 511277 的中 �� 652（70番人気）�� 1164（58番人気）�� 34688（2番人気）
3連複票数 計 971674 的中 ��� 1186（125番人気）
3連単票数 計1232864 的中 ��� 85（1167番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―11．7―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．3―46．0―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．4
3 5（4，7）6（2，3，14）（8，13）（1，9）10，11，12－15 4 5（4，7，14）（6，3，13）（2，10）9（1，8）11，12－15

勝馬の
紹 介

ホープフルサイン �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2018．10．21 東京14着

2016．3．8生 牡3黒鹿 母 ステラーホープ 母母 サンデーワールド 4戦1勝 賞金 7，200，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔制裁〕 ナタラディーヴァ号の騎手武藤雅は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・11番・10番）
ナーゲルリング号の騎手F．ミナリクは，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番）

〔3走成績による出走制限〕 カイラーサナータ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月9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または施行団体名を表示している。



06055 3月9日 晴 稍重 （31中山2）第5日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時25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

44 ダイシンインディー 牡3栗 56 川田 将雅大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 528＋ 41：53．8 7．5�
77 キ ャ メ ロ ン 牡3鹿 56 戸崎 圭太川勝 裕之氏 今野 貞一 新ひだか 今 牧場 490－ 21：53．9� 4．0�
78 ポートロイヤル 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 484－ 21：54．75 2．6�
55 カイザースクルーン 牡3芦 56 津村 明秀 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－101：55．55 5．8�
810 サクララージャン 牡3青鹿56 横山 典弘�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 486－ 81：56．13� 10．4	
11 ゴールドフレーム 牡3栗 56 田辺 裕信外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 472－ 41：56．2クビ 9．1

33 ポップフランセ 牡3栗 56 岩田 康誠吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 450－ 21：56．3� 13．2�
89 ストロングコンビ 牡3鹿 56

53 ▲大塚 海渡西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 464－ 81：56．72� 226．3�
66 トリヴォルテソーロ 牡3栗 56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 浦河 浦河土肥牧場 492－ 61：57．87 80．8
22 エレガントエルフ 牡3鹿 56 F．ミナリク岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド B470－ 21：58．75 37．3�

（独）

（10頭）

売 得 金
単勝： 44，532，200円 複勝： 48，338，600円 枠連： 13，339，200円
馬連： 74，759，100円 馬単： 36，744，300円 ワイド： 44，848，800円
3連複： 85，779，000円 3連単： 137，616，400円 計： 485，957，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 190円 � 140円 � 120円 枠 連（4－7） 720円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，760円

ワ イ ド �� 610円 �� 370円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 11，550円

票 数

単勝票数 計 445322 的中 � 47368（4番人気）
複勝票数 計 483386 的中 � 49141（5番人気）� 84713（2番人気）� 132636（1番人気）
枠連票数 計 133392 的中 （4－7） 14212（4番人気）
馬連票数 計 747591 的中 �� 31841（8番人気）
馬単票数 計 367443 的中 �� 7320（19番人気）
ワイド票数 計 448488 的中 �� 16615（9番人気）�� 29798（3番人気）�� 57933（1番人気）
3連複票数 計 857790 的中 ��� 47516（3番人気）
3連単票数 計1376164 的中 ��� 8636（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．3―49．2―1：01．8―1：14．5―1：27．3―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．3
1
3
4，2（1，6）3（10，7）－（9，5）8
4，7（1，6）（10，5）2（3，8）9

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

勝馬の
紹 介

ダイシンインディー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．8．18 新潟7着

2016．2．9生 牡3栗 母 キ ャ ッ ツ 母母 Blissful 6戦2勝 賞金 13，200，000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。

06056 3月9日 晴 稍重 （31中山2）第5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）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

35 プロミネンス 牝4鹿 55
54 ☆武藤 雅下河邉 博氏 小島 茂之 浦河 中村 雅明 456＋ 41：12．0 32．4�

12 サイドストリート 牝4鹿 55 勝浦 正樹ニッシンレーシング 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 474＋ 61：12．31� 30．9�
611 モリトシラユリ 牝5芦 55 内田 博幸石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 492＋12 〃 クビ 24．9�
36 フレッシビレ 牝4栗 55 田辺 裕信�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 510－ 2 〃 ハナ 49．8�
23 � ミフトゥーロ 牝4鹿 55 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 462＋ 21：12．4クビ 53．6�
11 シ ス ル 牝4青 55 大野 拓弥中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 498－ 2 〃 クビ 3．3	
510 シャンパンサーベル 牝7黒鹿55 江田 照男田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 484－101：12．5� 27．4

816 ルーチェソラーレ 牝4芦 55 石橋 脩岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 482－ 2 〃 クビ 4．6�
714 アースヴィグラス 牝5鹿 55 横山 典弘松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 474± 01：12．71	 7．4�
24 メイショウルミナス 牝5黒鹿55 岩田 康誠松本 好雄氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 B482± 01：12．8クビ 30．6
59 ダークプリンセス 牝5青鹿55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 446＋ 81：13．12 38．1�
815� モードザナゲット 牝5黒鹿 55

53 △野中悠太郎竹本いずみ氏 高橋 裕 浦河 高昭牧場 518－ 21：13．2クビ 92．9�
47 ガ チ コ 牝5鹿 55

52 ▲木幡 育也�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 474－ 21：13．83� 8．3�
48 � プリメラビスタ 牝4栗 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 432＋ 41：13．9� 4．5�
612 ジュブリーユ 牝5芦 55

54 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 B504＋201：14．53� 101．5�
713� フィールグッド 牝4鹿 55 田中 勝春小林竜太郎氏 土田 稔 日高 奥山 博 456＋ 91：14．82 156．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，515，300円 複勝： 60，595，100円 枠連： 23，990，100円
馬連： 95，649，800円 馬単： 41，592，800円 ワイド： 61，302，200円
3連複： 127，754，400円 3連単： 147，985，000円 計： 600，384，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，240円 複 勝 � 930円 � 990円 � 870円 枠 連（1－3） 3，240円

馬 連 �� 37，360円 馬 単 �� 50，230円

ワ イ ド �� 9，620円 �� 5，330円 �� 7，500円

3 連 複 ��� 173，260円 3 連 単 ��� 1，166，180円

票 数

単勝票数 計 415153 的中 � 10246（10番人気）
複勝票数 計 605951 的中 � 17275（9番人気）� 16100（10番人気）� 18567（8番人気）
枠連票数 計 239901 的中 （1－3） 5729（12番人気）
馬連票数 計 956498 的中 �� 1984（66番人気）
馬単票数 計 415928 的中 �� 621（111番人気）
ワイド票数 計 613022 的中 �� 1641（68番人気）�� 2981（48番人気）�� 2110（57番人気）
3連複票数 計1277544 的中 ��� 553（276番人気）
3連単票数 計1479850 的中 ��� 92（1706番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―11．9―12．1―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．2―35．1―47．2―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロミネンス �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2018．3．3 中山1着

2015．3．19生 牝4鹿 母 ヒシアルコル 母母 ヒシピナクル 7戦2勝 賞金 13，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



06057 3月9日 晴 良 （31中山2）第5日 第9競走 ��
��1，200�

ぼ う そ う

房 総 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

510� シャドウノエル 牝4黒鹿55 川田 将雅飯塚 知一氏 角居 勝彦 仏 M. Patrick
Barbe 466－141：09．1 7．7�

713 ラッシュアウト 	5黒鹿57 岩田 康誠岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 ラツキー牧場 450＋ 2 〃 クビ 18．2�
36 ビ リ ー バ ー 牝4黒鹿55 大野 拓弥�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 456± 01：09．2
 4．3�
12 タイセイブレーク 	5栗 57 池添 謙一田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 492± 01：09．3クビ 9．0�
23 イ キ オ イ 牡7鹿 57 蛯名 正義西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 470＋ 41：09．62 48．4�
815 トーセンアンバー 牝4鹿 55 菊沢 一樹島川 	哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ

スティファーム 462－ 6 〃 アタマ 27．2

59 ダノンハイパワー 牡5黒鹿57 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 504＋ 41：09．7クビ 18．6�
11 メイラヴェル 牝4鹿 55 石橋 脩千明牧場 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 クビ 6．7
612 ショウナンマッシブ 牡5鹿 57 津村 明秀国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 478＋ 61：09．8クビ 5．3�
48 ビヨンジオール 牡7鹿 57 三浦 皇成林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 524＋ 61：09．9� 38．6�
35 セイウンリリシイ 牝4鹿 55 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 468＋ 21：10．11� 10．0�
24 コロラトゥーレ 牝5鹿 55 戸崎 圭太廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 464－ 8 〃 ハナ 10．4�
611 ホウオウスクラム 牡4栗 57 野中悠太郎小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 512－ 41：10．2� 91．7�
816 ド ウ デ ィ 牡5鹿 57 内田 博幸 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 494＋ 4 〃 ハナ 118．3�
714 フ ァ ド 牝6栗 55 F．ミナリク �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 浜本牧場 496－ 4 〃 ハナ 50．8�
（独）

47 ジュリーハーツ 牝4黒鹿55 田辺 裕信林 正道氏 池上 昌和 浦河 川 啓一 B482－ 41：12．4大差 44．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，850，500円 複勝： 69，920，400円 枠連： 33，751，900円
馬連： 117，849，900円 馬単： 46，114，500円 ワイド： 75，349，700円
3連複： 167，875，200円 3連単： 186，174，700円 計： 744，886，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 270円 � 520円 � 190円 枠 連（5－7） 4，000円

馬 連 �� 9，170円 馬 単 �� 16，940円

ワ イ ド �� 3，050円 �� 840円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 15，720円 3 連 単 ��� 107，030円

票 数

単勝票数 計 478505 的中 � 49268（4番人気）
複勝票数 計 699204 的中 � 68391（3番人気）� 29275（9番人気）� 111870（2番人気）
枠連票数 計 337519 的中 （5－7） 6536（20番人気）
馬連票数 計1178499 的中 �� 9950（34番人気）
馬単票数 計 461145 的中 �� 2041（70番人気）
ワイド票数 計 753497 的中 �� 6188（36番人気）�� 24104（5番人気）�� 10671（22番人気）
3連複票数 計1678752 的中 ��� 8006（51番人気）
3連単票数 計1861747 的中 ��� 1261（345番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．7―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．3―46．0―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シャドウノエル �
�
父 Le Havre �

�
母父 Divine Light デビュー 2018．7．14 中京3着

2015．4．30生 牝4黒鹿 母 Magic Potion 母母 Magic Dawn 6戦3勝 賞金 29，914，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュリーハーツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月9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。

06058 3月9日 晴 良 （31中山2）第5日 第10競走 ��
��2，500�サンシャインステークス

発走15時10分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，30．3．10以降31．3．3まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

79 パリンジェネシス 牡5黒鹿55 川田 将雅 �キャロットファーム 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 518－ 62：35．7 4．2�
55 タイセイトレイル 牡4黒鹿54 岩田 康誠田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488＋ 42：36．02 9．7�
56 ゴールドギア 牡4黒鹿55 三浦 皇成有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 478－ 42：36．1� 12．3�
33 ヴァントシルム 牡5鹿 55 田辺 裕信 �キャロットファーム 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム B484＋ 62：36．2クビ 4．0�
68 フェイズベロシティ 牝6栗 53 F．ミナリク池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 458－ 62：36．41� 6．6�

（独）

44 ロサグラウカ 牝4黒鹿54 石橋 脩 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 442－ 82：36．5クビ 3．9	

22 ララエクラテール 牡7鹿 54 戸崎 圭太フジイ興産
 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B434－ 2 〃 ハナ 15．0�
（法942）

710 マイネルクラース 牡5鹿 56 内田 博幸 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 22：36．71� 21．8�

811 コウキチョウサン 牡6鹿 54 松岡 正海
チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 468± 02：36．91	 23．9
11 ウインブルーローズ 牡7鹿 51 木幡 初也
ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 B500± 02：37．11	 107．6�
67 スモークフリー 牡7芦 54 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 532－ 22：37．63 109．3�
812 トレジャーマップ 牡8鹿 51 柴田 大知合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 474＋302：37．7クビ 107．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 61，816，500円 複勝： 76，270，500円 枠連： 25，723，500円
馬連： 145，218，700円 馬単： 55，089，400円 ワイド： 78，713，800円
3連複： 188，023，600円 3連単： 244，023，800円 計： 874，879，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 300円 � 320円 枠 連（5－7） 1，190円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 640円 �� 980円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 5，550円 3 連 単 ��� 22，330円

票 数

単勝票数 計 618165 的中 � 115749（3番人気）
複勝票数 計 762705 的中 � 121820（2番人気）� 61227（5番人気）� 56397（7番人気）
枠連票数 計 257235 的中 （5－7） 16711（7番人気）
馬連票数 計1452187 的中 �� 67073（6番人気）
馬単票数 計 550894 的中 �� 14610（9番人気）
ワイド票数 計 787138 的中 �� 33073（6番人気）�� 20587（14番人気）�� 12507（22番人気）
3連複票数 計1880236 的中 ��� 25377（22番人気）
3連単票数 計2440238 的中 ��� 7922（85番人気）

ハロンタイム 7．1―12．1―12．7―13．3―12．8―13．2―12．8―13．1―12．2―12．0―11．7―11．2―11．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．1―19．2―31．9―45．2―58．0―1：11．2―1：24．0―1：37．1―1：49．3―2：01．3―2：13．0―2：24．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パリンジェネシス �
�
父 タートルボウル �

�
母父 メジロライアン デビュー 2016．11．12 東京5着

2014．5．14生 牡5黒鹿 母 メジロジョーンズ 母母 メジロビユーテイー 15戦5勝 賞金 67，021，000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。



06059 3月9日 晴 良 （31中山2）第5日 第11競走 ��
��1，800�第37回ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
牝，4歳以上，30．3．10以降31．3．3まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

ローレル競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

57 フロンテアクイーン 牝6鹿 54 三浦 皇成三協ファーム� 国枝 栄 浦河 林 孝輝 480＋ 61：47．7 10．5�
69 ウラヌスチャーム 牝4黒鹿53 F．ミナリク�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 496－ 4 〃 ハナ 7．8�

（独）

34 アッフィラート 牝6鹿 51 武藤 雅 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442－ 6 〃 クビ 36．4�

610 デンコウアンジュ 牝6黒鹿54 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 460－ 21：47．8� 38．6�
711 フローレスマジック 牝5鹿 53 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 482＋ 2 〃 ハナ 16．4	
45 クロコスミア 牝6黒鹿55 岩田 康誠大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 440＋15 〃 アタマ 19．3

22 ノ ー ム コ ア 牝4芦 55 田辺 裕信池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 466－ 21：47．9クビ 3．4�
58 � レイホーロマンス 牝6鹿 51 内田 博幸永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 422－ 6 〃 ハナ 43．2�
712 ウインファビラス 牝6芦 52 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 21：48．0	 79．5
11 アドマイヤリード 牝6青鹿56 横山 典弘近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 430± 01：48．1	 8．5�
814 ワンブレスアウェイ 牝6黒鹿54 津村 明秀 �サンデーレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 61：48．84 19．6�
33 カワキタエンカ 牝5鹿 54 池添 謙一川島 吉男氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 466± 01：49．01	 32．3�
46 
 ラ ン ド ネ 牝4鹿 53 戸崎 圭太合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm 508－ 4 〃 クビ 15．5�

813 ミッキーチャーム 牝4鹿 55 川田 将雅野田みづき氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 446－ 61：49．21 3．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 195，437，700円 複勝： 274，139，100円 枠連： 98，267，800円
馬連： 572，895，900円 馬単： 200，401，900円 ワイド： 378，130，300円
3連複： 1，053，283，600円 3連単： 1，288，358，700円 計： 4，060，915，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 320円 � 300円 � 650円 枠 連（5－6） 2，760円

馬 連 �� 3，920円 馬 単 �� 8，180円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 3，240円 �� 3，250円

3 連 複 ��� 30，730円 3 連 単 ��� 163，380円

票 数

単勝票数 計1954377 的中 � 148839（5番人気）
複勝票数 計2741391 的中 � 231694（5番人気）� 252041（4番人気）� 99262（10番人気）
枠連票数 計 982678 的中 （5－6） 27590（11番人気）
馬連票数 計5728959 的中 �� 113057（14番人気）
馬単票数 計2004019 的中 �� 18371（30番人気）
ワイド票数 計3781303 的中 �� 82320（12番人気）�� 29686（41番人気）�� 29551（42番人気）
3連複票数 計10532836 的中 ��� 25706（105番人気）
3連単票数 計12883587 的中 ��� 5717（545番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―11．9―12．3―11．5―12．4―12．2―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．0―48．3―59．8―1：12．2―1：24．4―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．5
1
3
3（6，13，14）（5，12，11）7，1（2，4）－10－9－8
3，14（6，13，11）（12，7，4）5（2，1，10）9，8

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

勝馬の
紹 介

フロンテアクイーン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．8．23 新潟7着

2013．4．23生 牝6鹿 母 ブルーボックスボウ 母母 ブルーバタフライ 25戦3勝 賞金 193，415，000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。

06060 3月9日 晴 稍重 （31中山2）第5日 第12競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

611 ジュンスターホース 牡5栗 57 戸崎 圭太河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B478＋101：53．7 18．2�
11 ゲンパチカイナル 牡4鹿 57 大野 拓弥平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 正美 478± 0 〃 ハナ 6．6�
815 ダイワインパルス 牡7鹿 57

55 △菊沢 一樹大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 B496＋ 21：54．01� 86．3�
23 レッドフレイ 牡4黒鹿57 川田 将雅 �東京ホースレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 01：54．21	 1．5�
36 ワカミヤオウジ 牡4青 57 田辺 裕信芳川 貴行氏 栗田 徹 新冠 スカイビーチステーブル B490－ 6 〃 アタマ 53．4�
816 ペイシャボム 牡5鹿 57

54 ▲山田 敬士北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 482－ 41：54．3	 71．1	
612 レオアルティメット 牡4栗 57 江田 照男�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 546＋ 41：54．4クビ 16．1

59 ホ ノ カ 牝5鹿 55

53 △野中悠太郎岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B476－ 41：54．5	 80．5�
48 ジュニエーブル 牡5鹿 57 柴田 善臣柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 444－ 21：54．6	 79．7�
12 ダウンザライン 牡5芦 57 横山 典弘�Basic 小野 次郎 新冠 ラツキー牧場 478－ 2 〃 アタマ 21．4
510 デルマカルヴァドス 牡4鹿 57

56 ☆武藤 雅浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 494－121：54．91� 62．1�
714 ガウラミディ 牝4栗 55 内田 博幸村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 514＋ 61：55．11	 130．6�
713 エピックアン 牡4芦 57 石橋 脩 TURFレーシング 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 506± 01：55．2クビ 34．1�
24 オールウェイズゼア 牡5黒鹿 57

54 ▲木幡 育也グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 488＋ 21：55．52 106．8�
35 ダイワエトワール 牝5黒鹿55 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 520＋ 21：55．71	 7．7�
47 プリエンプト 牝5栗 55 F．ミナリク �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 486－ 41：56．55 49．0�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 94，887，300円 複勝： 153，400，900円 枠連： 48，261，000円
馬連： 175，932，300円 馬単： 94，644，800円 ワイド： 132，922，000円
3連複： 269，412，700円 3連単： 437，560，200円 計： 1，407，021，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，820円 複 勝 � 590円 � 260円 � 1，610円 枠 連（1－6） 1，960円

馬 連 �� 6，150円 馬 単 �� 13，140円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 8，720円 �� 4，800円

3 連 複 ��� 66，900円 3 連 単 ��� 392，120円

票 数

単勝票数 計 948873 的中 � 41632（5番人気）
複勝票数 計1534009 的中 � 65047（5番人気）� 181747（2番人気）� 21912（12番人気）
枠連票数 計 482610 的中 （1－6） 19009（6番人気）
馬連票数 計1759323 的中 �� 22153（18番人気）
馬単票数 計 946448 的中 �� 5401（30番人気）
ワイド票数 計1329220 的中 �� 21946（14番人気）�� 3874（61番人気）�� 7085（40番人気）
3連複票数 計2694127 的中 ��� 3020（138番人気）
3連単票数 計4375602 的中 ��� 809（675番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．3―12．4―12．6―13．2―13．2―13．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―35．8―48．2―1：00．8―1：14．0―1：27．2―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F39．7
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンスターホース �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Nashwan デビュー 2016．10．10 東京18着

2014．4．4生 牡5栗 母 アドマイヤヒラリー 母母 ダ リ ン ダ 15戦3勝 賞金 39，550，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔その他〕 ジュンスターホース号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジュンスターホース号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年4月9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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ショーカノン号
※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。



（31中山2）第5日 3月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 178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

243，510，000円
7，780，000円
21，260，000円
1，620，000円
28，700，000円
72，028，500円
4，866，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
680，273，600円
938，542，000円
328，658，100円
1，531，573，700円
652，070，800円
1，013，100，700円
2，377，834，000円
3，051，669，000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 10，573，721，900円

総入場人員 20，432名 （有料入場人員 18，902名）
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