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06085 3月17日 晴 良 （31中山2）第8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

713 タイムリメンバード 牝3栗 54 嘉藤 貴行阿部 善武氏 大和田 成 新冠 堤 牧場 466－ 21：57．3 24．1�
58 ニシノアメイズ 牝3鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 松山 将樹 日高 長谷川 一男 494± 01：57．51� 11．1�
59 メジャーセブンス 牝3栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 462－121：57．6� 9．1�
814 グ リ グ リ 牝3鹿 54 武 豊増田 和啓氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 494－ 8 〃 クビ 2．5�
46 トゥービーシック 牝3黒鹿54 横山 和生西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 428＋ 21：57．7クビ 24．5�
712 ジャストベリー 牝3栗 54 江田 照男 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 426－101：58．65 112．5	
11 ギャラクシーハニー 牝3栗 54 石川裕紀人 �シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 21：58．7� 6．3

34 ラフレシアレディ 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 昭一氏 畠山 吉宏 浦河 モトスファーム 478＋ 21：58．8� 219．3�
23 ジェイエルシップ 牝3栗 54 吉田 豊橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 448－ 41：58．9� 115．6�
35 ベストオンアース 牝3栗 54 大野 拓弥須野牧場 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 484± 01：59．43 3．5�
47 ナムラピアス 牝3黒鹿54 三浦 皇成奈村 睦弘氏 稲垣 幸雄 様似 林 時春 446＋ 21：59．61 10．8�
22 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± 0 〃 ハナ 87．9�
610 シゲルキャッツアイ 牝3栗 54

51 ▲大塚 海渡森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか 土田農場 438－ 21：59．7� 311．5�
611 エ リ ー ベ ル 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 中田 英樹 454－ 82：01．7大差 296．0�
815 アートノーブル 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎森山 進氏 本間 忍 新ひだか タイヘイ牧場 B458－ 82：10．2大差 108．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，230，400円 複勝： 45，763，300円 枠連： 16，128，700円
馬連： 65，304，200円 馬単： 34，071，600円 ワイド： 46，076，200円
3連複： 92，209，700円 3連単： 129，068，600円 計： 459，852，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，410円 複 勝 � 530円 � 240円 � 270円 枠 連（5－7） 3，640円

馬 連 �� 7，050円 馬 単 �� 15，600円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 2，880円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 22，930円 3 連 単 ��� 154，920円

票 数

単勝票数 計 312304 的中 � 10332（7番人気）
複勝票数 計 457633 的中 � 19766（8番人気）� 54122（3番人気）� 46031（5番人気）
枠連票数 計 161287 的中 （5－7） 3432（13番人気）
馬連票数 計 653042 的中 �� 7173（23番人気）
馬単票数 計 340716 的中 �� 1638（45番人気）
ワイド票数 計 460762 的中 �� 6645（20番人気）�� 4033（28番人気）�� 12135（14番人気）
3連複票数 計 922097 的中 ��� 3016（61番人気）
3連単票数 計1290686 的中 ��� 604（373番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．9―13．6―13．1―13．2―13．2―13．3―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．2―50．8―1：03．9―1：17．1―1：30．3―1：43．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイムリメンバード �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．12．15 中山6着

2016．5．12生 牝3栗 母 シルクロザリオ 母母 リーガルウェイズ 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 タイムリメンバード号の騎手嘉藤貴行は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アートノーブル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月17日まで平地競

走に出走できない。

06086 3月17日 晴 良 （31中山2）第8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

33 マテリアルワールド 牡3鹿 56
53 ▲木幡 育也堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 506± 01：55．8 8．3�

34 マイネルイヴィンス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 508－101：56．75 4．6�

712 オウケンランボー 牡3黒鹿56 川田 将雅福井 明氏 和田 勇介 浦河 辻 牧場 502－121：57．12� 4．8�
57 シ ン ラ イ 牡3芦 56 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 470－ 41：57．31 44．8�
58 トラストシンゲン 牡3栗 56 大野 拓弥菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 508＋ 61：57．51� 11．4�
610 キングアゲン 牡3黒鹿56 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 504－ 41：57．6� 5．9	
46 ロジフェーヴル 牡3栗 56 三浦 皇成久米田正明氏 萩原 清 安平 追分ファーム 466＋ 81：57．81 8．0

711 プリマヴェージ 牝3黒鹿54 松岡 正海手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 中田 英樹 500＋ 41：57．9� 41．2�
813 ディヴァイン 牡3栗 56 田辺 裕信小泉 修氏 小西 一男 新冠 秋田牧場 500± 01：58．22 4．2�
69 ウシェーランケー 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也瀬谷 雄氏 上原 博之 浦河 秋場牧場 426± 01：59．05 182．0�
22 サンウォータールー �3栗 56 武士沢友治 �加藤ステーブル 水野 貴広 日高 株式会社

ケイズ B472－ 41：59．53 71．0�
814 ノアトレジャー 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行佐山 公男氏 高市 圭二 新ひだか 鳥井牧場 404－ 61：59．71 246．0�
11 ミエノフォーチュン 牡3黒鹿56 F．ミナリク里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 B542± 01：59．91� 98．1�

（独）

45 メ ダ リ ス タ 牡3栗 56
54 △野中悠太郎岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 赤石 久夫 528± 02：01．17 66．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，445，200円 複勝： 43，692，600円 枠連： 14，482，500円
馬連： 63，820，300円 馬単： 27，605，800円 ワイド： 42，337，800円
3連複： 88，055，100円 3連単： 107，447，800円 計： 415，887，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 230円 � 160円 � 170円 枠 連（3－3） 1，300円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 500円 �� 520円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 11，240円

票 数

単勝票数 計 284452 的中 � 27267（6番人気）
複勝票数 計 436926 的中 � 42699（5番人気）� 74497（1番人気）� 69483（3番人気）
枠連票数 計 144825 的中 （3－3） 8572（7番人気）
馬連票数 計 638203 的中 �� 35637（6番人気）
馬単票数 計 276058 的中 �� 6944（15番人気）
ワイド票数 計 423378 的中 �� 21191（4番人気）�� 20431（5番人気）�� 29162（1番人気）
3連複票数 計 880551 的中 ��� 39563（2番人気）
3連単票数 計1074478 的中 ��� 6930（27番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―13．3―13．6―13．0―12．7―12．7―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―38．4―52．0―1：05．0―1：17．7―1：30．4―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マテリアルワールド �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2018．10．14 東京15着

2016．4．1生 牡3鹿 母 メイショウカレン 母母 ビワテースト 6戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メダリスタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月17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〕 ノアトレジャー号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月17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。

第２回 中山競馬 第８日



06087 3月17日 晴 良 （31中山2）第8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

59 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 532－ 21：12．7 3．2�

714 コウユークロガヨカ 牡3黒鹿 56
53 ▲藤田菜七子加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B466－ 41：13．65 1．7�

36 ラ キ ウ ラ 牡3黒鹿56 柴田 大知�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 460± 01：14．02� 7．3�
35 ケ イ ス タ ー 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良桑野 克己氏 杉浦 宏昭 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 456± 01：14．53 177．7�

611 カーテンジュエル 牝3栗 54 吉田 豊木村 直人氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 414＋ 2 〃 クビ 15．6	
23 チャコリーナ 牝3青鹿54 勝浦 正樹村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 472－ 21：14．71 28．0

816 バ ブ リ ン 牝3鹿 54 三浦 皇成井上 久光氏 的場 均 新冠 安達 洋生 444＋ 2 〃 ハナ 25．7�
12 オールドロマン 牝3芦 54 横山 和生�リーヴァ 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 438＋ 41：15．01� 247．1�
24 キタノローズ 牝3鹿 54 黛 弘人北所 直人氏 天間 昭一 新冠 アラキフアーム 420＋ 6 〃 アタマ 291．6
11 リネンビスケット 牝3黒鹿54 丹内 祐次戸山 光男氏 加藤 和宏 浦河 中神牧場 438－ 21：15．53 50．4�
612 イデアエルピス 牡3鹿 56

53 ▲大塚 海渡益田 修一氏 勢司 和浩 平取 中川 隆 502＋ 8 〃 ハナ 191．4�
713 ア ン ク ー ル 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行鈴木美江子氏 田島 俊明 新冠 新冠橋本牧場 448－141：15．6� 360．3�
510 アンビシャススター 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹星野 �男氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 462＋ 4 〃 ハナ 191．9�
47 ヤマニンスピナー 牝3栗 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 400－ 41：15．91� 204．6�
48 カシマエンペラー 牡3青鹿 56

54 △野中悠太郎�カシマ 清水 英克 むかわ 上水牧場 480＋141：16．11� 30．1�
815 シゲルアクアマリン 牡3鹿 56 内田 博幸森中 蕃氏 武藤 善則 平取 有限会社中

田牧場 B464± 01：16．2� 95．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，987，700円 複勝： 113，818，300円 枠連： 14，516，500円
馬連： 63，521，800円 馬単： 41，459，100円 ワイド： 45，139，200円
3連複： 95，799，400円 3連単： 169，574，100円 計： 579，816，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（5－7） 220円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 130円 �� 280円 �� 220円

3 連 複 ��� 340円 3 連 単 ��� 2，000円

票 数

単勝票数 計 359877 的中 � 89150（2番人気）
複勝票数 計1138183 的中 � 124255（2番人気）� 820089（1番人気）� 60713（3番人気）
枠連票数 計 145165 的中 （5－7） 50767（1番人気）
馬連票数 計 635218 的中 �� 232242（1番人気）
馬単票数 計 414591 的中 �� 50261（2番人気）
ワイド票数 計 451392 的中 �� 114005（1番人気）�� 31920（3番人気）�� 45256（2番人気）
3連複票数 計 957994 的中 ��� 208628（1番人気）
3連単票数 計1695741 的中 ��� 61258（3番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―12．4―12．5―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―35．4―47．9―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラスボイジャー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2018．11．17 東京9着

2016．4．11生 牡3黒鹿 母 グラスブロード 母母 Magic Broad 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 イデアエルピス号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 ブライトンテソーロ号

06088 3月17日 晴 良 （31中山2）第8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

45 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 478－ 21：56．2 9．2�
814 サクラルーフェン 牡3黒鹿56 石橋 脩�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 446－ 21：56．3� 4．0�
57 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 478－ 21：56．72� 3．8�
711 ナムラガンマン 牡3栗 56 武士沢友治奈村 信重氏 稲垣 幸雄 様似 林 時春 464－ 81：57．12� 25．8�
58 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 508＋ 61：57．63 5．4�
610 エストレラブランコ 牡3栗 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 松山 将樹 日高 長谷川牧場 428－ 21：57．81� 76．3	
33 エベレストテソーロ 牡3芦 56

55 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新冠 ハシモトフアーム 490－121：58．33 17．2


34 ノ リ オ サ ン 牡3鹿 56 江田 照男國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 514＋ 4 〃 ハナ 24．1�
813 ザ メ イ ダ ン 牡3黒鹿56 F．ミナリク大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム 478＋ 41：58．83 45．0�

（独）

46 エレヴァージュ 牡3鹿 56 川田 将雅 サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470－ 21：59．75 4．1�
69 サンビンガムトン 牡3青鹿56 田中 勝春 �加藤ステーブル 宗像 義忠 浦河 浦河小林牧場 494－ 62：00．44 138．9�
712 ハートリンク 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大西村新一郎氏 中野 栄治 新冠 大林ファーム 444－ 82：01．14 411．1�
11 エコロワンダー 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子原村 正紀氏 根本 康広 平取 川向高橋育
成牧場 464－102：05．8大差 38．0�

22 キョウエイサムソン 牡3鹿 56 岩部 純二田中 晴夫氏 伊藤 大士 安平 �橋本牧場 B522± 02：07．29 243．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 34，327，500円 複勝： 51，166，800円 枠連： 19，076，100円
馬連： 67，958，100円 馬単： 30，918，900円 ワイド： 45，359，600円
3連複： 95，808，900円 3連単： 123，454，600円 計： 468，070，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 190円 � 140円 � 150円 枠 連（4－8） 650円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 480円 �� 480円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 9，050円

票 数

単勝票数 計 343275 的中 � 29616（5番人気）
複勝票数 計 511668 的中 � 61470（5番人気）� 99888（1番人気）� 96107（2番人気）
枠連票数 計 190761 的中 （4－8） 22564（3番人気）
馬連票数 計 679581 的中 �� 39024（6番人気）
馬単票数 計 309189 的中 �� 7388（16番人気）
ワイド票数 計 453596 的中 �� 23303（8番人気）�� 23304（7番人気）�� 41856（1番人気）
3連複票数 計 958089 的中 ��� 64600（2番人気）
3連単票数 計1234546 的中 ��� 9882（20番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―13．6―14．0―13．3―13．0―12．4―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―38．2―52．2―1：05．5―1：18．5―1：30．9―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F37．7
1
3
5，7，14，4，13（9，11）（8，12）－（6，3）10＝（1，2）・（5，7，14）（4，13，11）（9，6）8（3，10）12＝1－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウトゥルース �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．1．12 中山9着

2016．6．7生 牡3栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 サンビンガムトン号の騎手田中勝春は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番・6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エコロワンダー号・キョウエイサムソン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年

4月17日まで平地競走に出走できない。
※ナムラガンマン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



06089 3月17日 晴 良 （31中山2）第8日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

47 シングフォーユー 牝3鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 446－ 41：49．1 1．4�
713 エ ス デ ス 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎田原 邦男氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 432－ 61：49．73� 28．7�
510 タマノジュメイラ 牝3鹿 54 松山 弘平玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 464± 01：49．91� 8．9�
35 モッシュピット 牝3鹿 54 松岡 正海�G1レーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 468－ 41：50．0� 25．3�
23 ヴィーヴァステラ 牝3鹿 54 大野 拓弥芹澤 精一氏 伊藤 伸一 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 460＋ 2 〃 クビ 94．8	
36 ベ レ ー ザ 牝3鹿 54 F．ミナリク �カナヤマホール

ディングス 奥村 武 浦河 酒井牧場 464 ―1：50．53 10．3

（独）

11 グラデュアリー 牝3栗 54
51 ▲藤田菜七子 �社台レースホース尾形 和幸 安平 追分ファーム 420－ 4 〃 アタマ 10．0�

611 プリンセスシャイン 牝3黒鹿 54
51 ▲大塚 海渡中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 392＋ 2 〃 ハナ 266．5�

24 スマートブランコ 牝3栗 54
52 △菊沢 一樹吉田喜代司氏 佐藤 吉勝 浦河 有限会社

松田牧場 414＋ 41：50．71� 249．2
59 シングンハート 牝3黒鹿54 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 442 ― 〃 ハナ 197．0�
612 ボーンインメイ 牝3青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 418－101：50．8クビ 81．0�
816 ムーンシェイプト 牝3鹿 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：51．54 12．8�
815 マミーフィンガー 牝3黒鹿 54

51 ▲菅原 明良野村 茂雄氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 420＋ 41：51．71� 257．9�
714 ルナハーモニー 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 424 ―1：51．8� 105．8�
12 デルマエトワール 牝3芦 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 490－ 61：51．9� 140．8�
48 レイナプルーマ 牝3鹿 54 三浦 皇成水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 B452± 0 〃 アタマ 27．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，686，100円 複勝： 137，416，100円 枠連： 16，936，500円
馬連： 69，257，800円 馬単： 43，108，200円 ワイド： 48，679，600円
3連複： 91，597，800円 3連単： 160，818，400円 計： 607，500，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 390円 � 160円 枠 連（4－7） 1，490円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 630円 �� 250円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 11，270円

票 数

単勝票数 計 396861 的中 � 221284（1番人気）
複勝票数 計1374161 的中 � 1039634（1番人気）� 20384（8番人気）� 74167（2番人気）
枠連票数 計 169365 的中 （4－7） 8779（6番人気）
馬連票数 計 692578 的中 �� 28236（7番人気）
馬単票数 計 431082 的中 �� 13464（11番人気）
ワイド票数 計 486796 的中 �� 18760（7番人気）�� 57738（1番人気）�� 6404（18番人気）
3連複票数 計 915978 的中 ��� 24872（11番人気）
3連単票数 計1608184 的中 ��� 10337（35番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．5―12．6―12．3―12．2―11．7―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．1―49．7―1：02．0―1：14．2―1：25．9―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．9
1
3
・（7，8，10）3（4，5，13）（1，12，11，14）（15，16）（2，6，9）
7，8（3，10）（4，13）5（1，12）11（16，14）（15，6）－9－2

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

勝馬の
紹 介

シングフォーユー �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．11．17 東京4着

2016．2．22生 牝3鹿 母 シングライクバード 母母 シングライクトーク 4戦1勝 賞金 10，100，000円
※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 パロネラ号
※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。

06090 3月17日 晴 良 （31中山2）第8日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

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

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

813 セ リ ユ ー ズ 牝3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 504－101：34．9 1．9�
57 ブランクエンド 牡3鹿 56 田辺 裕信諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472＋ 21：35．43 8．7�
69 ブ ー ザ ー 牡3青鹿56 F．ミナリク 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 508＋121：35．5� 2．2�
（独）

44 スペキュラース 牝3黒鹿54 柴田 大知 �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 462－ 2 〃 クビ 18．5�
812 プロスペリティ 牝3黒鹿54 石川裕紀人 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 450＋141：35．71 41．9	
68 ヘリンヌリング 牝3青 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 81：36．01� 133．9

711 ア キ ン ド 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 490－ 4 〃 クビ 212．3�
710 イエローナイフ 牡3青 56 松岡 正海�ミルファーム 南田美知雄 日高 シンボリ牧場 456± 01：36．42� 445．4�
56 ゲンパチカナ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか チャンピオンズファーム 440＋ 2 〃 クビ 49．4
33 キシャポッポ 牡3鹿 56 菱田 裕二小田切有一氏 星野 忍 新ひだか 田中 裕之 534－ 81：36．61	 260．7�
22 ガ ト ン 牡3芦 56 吉田 豊畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 514± 01：36．81 16．7�
45 ムーンレット 牝3鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 472± 01：37．01 404．4�
11 ウジラーサン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也瀬谷 �雄氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 424－ 81：38．7大差 261．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 44，596，100円 複勝： 81，238，900円 枠連： 16，460，000円
馬連： 75，070，300円 馬単： 47，903，100円 ワイド： 40，619，900円
3連複： 90，333，500円 3連単： 201，315，200円 計： 597，537，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（5－8） 640円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 210円 �� 120円 �� 260円

3 連 複 ��� 310円 3 連 単 ��� 1，790円

票 数

単勝票数 計 445961 的中 � 183676（1番人気）
複勝票数 計 812389 的中 � 463611（1番人気）� 51979（3番人気）� 193275（2番人気）
枠連票数 計 164600 的中 （5－8） 19773（2番人気）
馬連票数 計 750703 的中 �� 86695（2番人気）
馬単票数 計 479031 的中 �� 40639（3番人気）
ワイド票数 計 406199 的中 �� 41607（2番人気）�� 118978（1番人気）�� 29827（3番人気）
3連複票数 計 903335 的中 ��� 215996（1番人気）
3連単票数 計2013152 的中 ��� 81312（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．8―47．8―59．7―1：11．5―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．2

3 2（4，6，7）（5，8，12）（11，13）3，9－10，1
2
4

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

勝馬の
紹 介

セ リ ユ ー ズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Concorde’s Tune デビュー 2018．9．2 新潟3着

2016．3．4生 牝3鹿 母 ミュージカルロマンス 母母 Candlelightdinner 5戦2勝 賞金 18，000，000円
〔3走成績による出走制限〕 ウジラーサン号・キシャポッポ号・ムーンレット号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月

17日まで平地競走に出走できない。
※キシャポッポ号・ムーンレット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



06091 3月17日 晴 良 （31中山2）第8日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時30分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

59 スーパーアキラ 牡4栗 57 田辺 裕信井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 510± 01：12．2 4．6�
713 コウギョウブライト 牡4芦 57

55 △野中悠太郎小林 秀樹氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム B464± 01：12．52 4．3�
48 バットオールソー 牡4栗 57 石橋 脩久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 61：12．6� 12．1�
24 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 466＋ 21：12．91	 3．9�
36 タイセイラビッシュ 牡7鹿 57 黛 弘人田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 488－ 6 〃 ハナ 25．0�
510
 ユアザスター 牡6鹿 57

55 △菊沢 一樹西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B506－ 4 〃 ハナ 123．7�
816� トーセンロザリオ 牝4栗 55 三浦 皇成島川 	哉氏 田村 康仁 愛 Dance For

Fun Syndicate 470－ 81：13．0� 9．0

35 プリティマックス 牝5栗 55 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 446＋ 21：13．1� 30．1�
47 
 セブンレジェンド 牡5黒鹿 57

54 ▲木幡 育也橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか タイヘイ牧場 516± 0 〃 ハナ 117．2�
714 エースロッカー �4栗 57 岩部 純二西森 鶴氏 中川 公成 新冠 カミイスタット 478－16 〃 クビ 7．2
23 � アースミステリー 牡5栗 57

56 ☆木幡 巧也 �グリーンファーム田中 博康 米 Best A Luck
Farm LLC B468＋221：13．2クビ 23．7�

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 B490－ 2 〃 クビ 60．1�

12 メガポリゴン 牡5鹿 57
54 ▲菅原 明良薗部 博之氏 宗像 義忠 洞湖 レイクヴィラファーム 540＋ 21：13．41� 23．3�

611
 ムーンシュトラール 牡5鹿 57 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 502＋ 21：13．5� 64．1�
612 サンクタリリアス 牝7芦 55 大野 拓弥�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 492－ 21：13．71� 112．3�
815
 フクノヴァランス 牡4鹿 57 松岡 正海福島 祐子氏 清水 英克 日高 松平牧場 B476＋ 21：14．44 223．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，934，800円 複勝： 52，512，600円 枠連： 21，586，300円
馬連： 88，402，100円 馬単： 34，976，600円 ワイド： 57，025，900円
3連複： 117，673，900円 3連単： 136，877，000円 計： 547，989，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 150円 � 250円 枠 連（5－7） 650円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，000円 �� 740円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 21，380円

票 数

単勝票数 計 389348 的中 � 67577（3番人気）
複勝票数 計 525126 的中 � 81515（3番人気）� 103186（1番人気）� 44500（5番人気）
枠連票数 計 215863 的中 （5－7） 25562（2番人気）
馬連票数 計 884021 的中 �� 65399（3番人気）
馬単票数 計 349766 的中 �� 13264（6番人気）
ワイド票数 計 570259 的中 �� 35452（3番人気）�� 13964（11番人気）�� 19521（7番人気）
3連複票数 計1176739 的中 ��� 20270（10番人気）
3連単票数 計1368770 的中 ��� 4640（40番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．8―12．3―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．1―47．4―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スーパーアキラ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．12．16 中山1着

2015．5．3生 牡4栗 母 ロスグラシアレス 母母 ロスマリヌス 9戦2勝 賞金 16，700，000円
〔制裁〕 アースミステリー号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14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 ウエスタンボルト号

06092 3月17日 晴 良 （31中山2）第8日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

68 ダイワメモリー 牝4栗 55 内田 博幸大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 476－ 62：00．0 9．7�
44 ミッキーバード 牡4鹿 57 川田 将雅野田みづき氏 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 530＋18 〃 クビ 8．1�
56 ジョブックコメン 牝4黒鹿55 武 豊�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 426－ 42：00．42	 5．0�
69 ライトカラカゼ 牡4鹿 57 吉田 豊星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 468－102：00．6
 6．9�
813 プランスシャルマン 牡6栗 57 三浦 皇成村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 474－122：01．02	 28．1�
22 シュバルツリッター 牡4青鹿57 大野 拓弥ライオンレースホース� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 468－ 22：01．21� 8．4	
11 ムーンライトナイト 牝4鹿 55 松岡 正海 
シルクレーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 22：01．41	 4．8�
45 � クリノオスマン 5栗 57

54 ▲木幡 育也栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 452＋ 42：01．61� 77．6�
812 ア ル カ サ ル 6青鹿57 石橋 脩 
サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 520－ 22：01．7	 3．6
711 ブラックギムレット 牡5黒鹿 57

55 △菊沢 一樹黒澤 尚氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 444－ 62：01．8
 91．4�
33 ラントシャフト 牝5栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 42：01．9	 151．7�
57 ウインオルビット 牡4鹿 57 黛 弘人�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B490－ 22：02．11� 53．1�
710 ノーブルカリス 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大吉木 伸彦氏 菊川 正達 新ひだか 田中 裕之 464＋ 22：03．69 308．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 42，363，100円 複勝： 56，399，800円 枠連： 20，282，000円
馬連： 92，765，100円 馬単： 38，684，100円 ワイド： 57，031，300円
3連複： 117，677，400円 3連単： 157，176，000円 計： 582，378，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 330円 � 270円 � 200円 枠 連（4－6） 1，670円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 7，130円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 850円 �� 730円

3 連 複 ��� 5，670円 3 連 単 ��� 40，260円

票 数

単勝票数 計 423631 的中 � 34704（7番人気）
複勝票数 計 563998 的中 � 39763（7番人気）� 52493（6番人気）� 85736（3番人気）
枠連票数 計 202820 的中 （4－6） 9407（10番人気）
馬連票数 計 927651 的中 �� 19577（19番人気）
馬単票数 計 386841 的中 �� 4064（37番人気）
ワイド票数 計 570313 的中 �� 11697（19番人気）�� 17211（13番人気）�� 20398（10番人気）
3連複票数 計1176774 的中 ��� 15559（24番人気）
3連単票数 計1571760 的中 ��� 2830（172番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．6―12．5―12．7―12．1―12．4―12．1―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．1―34．7―47．2―59．9―1：12．0―1：24．4―1：36．5―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．6
1
3
7，10＝（5，12）（4，11）－8（1，13）2，6－（3，9）
7（10，12）（5，11）（4，8）（2，1，13）6，9－3

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

勝馬の
紹 介

ダイワメモリー �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．9．24 中山1着

2015．3．7生 牝4栗 母 ダイワスカーレット 母母 スカーレットブーケ 10戦2勝 賞金 18，550，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



06093 3月17日 晴 良 （31中山2）第8日 第9競走 ��
��1，600�

まくはり

幕張ステークス
発走14時35分 （芝・右・外）
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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

44 ショウナンライズ 牡6栗 57 三浦 皇成国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 472－ 81：33．6 14．2�
77 イレイション 牡7栗 57 田辺 裕信ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－12 〃 クビ 6．1�
33 トーセンブレス 牝4黒鹿55 F．ミナリク島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472＋ 41：33．81� 7．9�

（独）

89 クライムメジャー 牡5栗 57 松山 弘平 �シルクレーシング 池江 泰寿 洞	湖 レイクヴィラファーム 524－16 〃 クビ 5．4�
810 レジーナドーロ 牝4栗 55 川田 将雅	G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 450－ 21：33．9クビ 3．3

78 オメガラヴィサン 牡4鹿 57 武 豊原 
子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 488－ 2 〃 クビ 3．8�
66 ウインフェニックス 牡8鹿 57 柴田 大知	ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 478－ 21：34．11� 43．4�
55 チャンピオンルパン 牡8鹿 57 石橋 脩坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 498－ 6 〃 アタマ 15．6
11 ハナズレジェンド 牡6栗 57 内田 博幸広尾レース	 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 462－ 81：34．2� 51．5�
22 ド ゥ ー カ 牡6栗 57 藤岡 佑介 	カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 496－12 〃 ハナ 24．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 62，459，800円 複勝： 82，097，300円 枠連： 25，309，500円
馬連： 139，380，800円 馬単： 58，758，300円 ワイド： 82，377，300円
3連複： 180，555，300円 3連単： 260，917，900円 計： 891，856，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 400円 � 220円 � 260円 枠 連（4－7） 1，550円

馬 連 �� 5，290円 馬 単 �� 10，020円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 2，410円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 17，940円 3 連 単 ��� 113，340円

票 数

単勝票数 計 624598 的中 � 35060（6番人気）
複勝票数 計 820973 的中 � 47792（7番人気）� 106901（3番人気）� 83549（5番人気）
枠連票数 計 253095 的中 （4－7） 12642（6番人気）
馬連票数 計1393808 的中 �� 20402（21番人気）
馬単票数 計 587583 的中 �� 4398（40番人気）
ワイド票数 計 823773 的中 �� 13216（22番人気）�� 8651（29番人気）�� 20258（14番人気）
3連複票数 計1805553 的中 ��� 7547（60番人気）
3連単票数 計2609179 的中 ��� 1669（351番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―35．9―47．3―58．8―1：10．4―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ショウナンライズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rahy デビュー 2015．8．1 新潟2着

2013．4．14生 牡6栗 母 ゴーカロライナ 母母 Sulemeif 25戦5勝 賞金 107，749，000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。

06094 3月17日 晴 良 （31中山2）第8日 第10競走 ��
��1，200�

ち ば

千葉ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，30．3．17以降31．3．10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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：08．7
1：08．7

重
重

815 シ ュ ウ ジ 牡6鹿 57 三浦 皇成安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 508＋101：10．3 8．3�
816 ウインオスカー 牡6鹿 55 菱田 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 B506－141：10．51� 8．1�
611 ブルミラコロ 牡7鹿 56 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 522＋ 61：10．71� 10．4�
12 タ テ ヤ マ 牡5栗 55 松山 弘平小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 山田 政宏 468＋ 61：10．8クビ 6．8�
23 モアニケアラ 牝7芦 51 横山 和生名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 466＋ 21：11．01� 24．7�
612 エ ポ ッ ク 牡6黒鹿54 武 豊吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 510－ 6 〃 ハナ 14．9	
59 トウショウカウント 牡7栗 53 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B520＋261：11．1� 175．5

24 クイーンズテソーロ 牝4栗 53 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 458－ 6 〃 アタマ 2．7�
35 トウショウピスト 牡7鹿 55 田中 勝春トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 490＋ 21：11．31 90．5�
713	 ナンチンノン 牡8栗 56 松岡 正海加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 540－ 8 〃 クビ 51．7
11 ブラックジョー 
6青鹿53 江田 照男山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 464＋ 21：11．4� 40．6�
714� ラブバレット 牡8鹿 54 藤田菜七子オールラブクラブ 加藤 和宏 浦河 津島 優治 490± 0 〃 ハナ 29．0�
510 タイセイプライド 牡4青鹿53 大野 拓弥田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 谷川牧場 506＋ 41：11．61� 21．4�
47 	 ベストマッチョ 
6黒鹿56 F．ミナリク馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Fredericka V.
Caldwell &
Mitchel Skolnick

490＋ 41：11．7� 12．5�
（独）

36 ハヤブサマカオー 牡4栗 54 藤岡 佑介武田 修氏 寺島 良 新ひだか グランド牧場 458± 01：12．12� 30．9�
48 メイショウワダイコ 牡7鹿 53 勝浦 正樹松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 528－10 〃 ハナ 27．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，691，400円 複勝： 92，203，300円 枠連： 45，858，700円
馬連： 192，790，300円 馬単： 74，097，800円 ワイド： 110，326，500円
3連複： 279，537，000円 3連単： 357，838，300円 計： 1，223，343，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 330円 � 290円 � 320円 枠 連（8－8） 3，200円

馬 連 �� 3，730円 馬 単 �� 6，650円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，970円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 14，110円 3 連 単 ��� 73，240円

票 数

単勝票数 計 706914 的中 � 67751（4番人気）
複勝票数 計 922033 的中 � 72802（6番人気）� 85765（3番人気）� 75054（4番人気）
枠連票数 計 458587 的中 （8－8） 11072（12番人気）
馬連票数 計1927903 的中 �� 40008（11番人気）
馬単票数 計 740978 的中 �� 8349（16番人気）
ワイド票数 計1103265 的中 �� 21405（12番人気）�� 14208（23番人気）�� 21794（11番人気）
3連複票数 計2795370 的中 ��� 14857（41番人気）
3連単票数 計3578383 的中 ��� 3542（198番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．5―11．9―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．2―46．1―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．1
3 13，15（4，8，16）（5，11）（2，9）（1，10，12）14（7，6）3 4 13，15（4，16）（2，8，11）5（1，9）12，10，14（3，7，6）

勝馬の
紹 介

シ ュ ウ ジ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．7．4 中京1着

2013．3．16生 牡6鹿 母 カ ス ト リ ア 母母 More Silver 25戦5勝 賞金 231，269，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 オールインワン号・ジューヌエコール号・スマートダンディー号・ハットラブ号・ヒカリブランデー号・ベック号・

モズワッショイ号・ユキノアイオロス号
※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



06095 3月17日 曇 良 （31中山2）第8日 第11競走 ��
��1，800�第68回フジテレビ賞スプリングステークス（ＧⅡ）

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

フジテレビ賞（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 1，148，000円 328，000円 164，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

59 エメラルファイト 牡3芦 56 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 454＋ 61：47．8 27．1�
11 ファンタジスト 牡3黒鹿56 武 豊廣崎 利洋氏 梅田 智之 日高 Shall Farm 484＋10 〃 アタマ 4．8�
510 ディキシーナイト 牡3鹿 56 石橋 脩 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 524± 0 〃 クビ 14．1�
612 タガノディアマンテ 牡3栗 56 田辺 裕信八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464－ 21：48．01� 15．3�
48 ヒシイグアス 牡3青鹿56 F．ミナリク阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482－16 〃 ハナ 6．0�

（独）

12 クリノガウディー 牡3栗 56 藤岡 佑介栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 494＋ 21：48．21� 6．8	
815 ロジャーバローズ 牡3鹿 56 川田 将雅猪熊 広次氏 角居 勝彦 新ひだか 飛野牧場 500± 0 〃 ハナ 5．1

713 シークレットラン 牡3鹿 56 内田 博幸亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 496－ 41：48．3	 8．0�
35 ゲ バ ラ 牡3鹿 56 柴山 雄一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 472－ 61：48．4クビ 41．1�
24 ニシノカツナリ 牡3青鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 478＋ 41：48．5
 12．1
23 � ユニコーンライオン 牡3黒鹿56 松山 弘平ライオンレースホース� 矢作 芳人 愛 Desert Star

Phoenix Jvc 538－ 61：48．82 15．3�
816 フィデリオグリーン 牡3鹿 56 野中悠太郎斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 498－ 4 〃 ハナ 382．4�
47 リーガルメイン 牡3鹿 56 三浦 皇成前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438－ 61：49．01 36．9�
36 コスモカレンドゥラ 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 21：49．21� 37．2�
611 リバーシブルレーン 牡3青鹿56 大野 拓弥吉田 照哉氏 高木 登 千歳 社台ファーム 440＋ 21：49．3
 105．5�
714 カ ラ テ 牡3黒鹿56 黛 弘人小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 482－ 81：50．47 292．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 266，682，300円 複勝： 353，681，500円 枠連： 178，179，700円 馬連： 954，688，300円 馬単： 300，559，800円
ワイド： 469，661，300円 3連複： 1，517，045，000円 3連単： 1，984，283，200円 5重勝： 750，784，600円 計： 6，775，565，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，710円 複 勝 � 590円 � 230円 � 410円 枠 連（1－5） 1，670円

馬 連 �� 10，290円 馬 単 �� 23，610円

ワ イ ド �� 3，060円 �� 3，480円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 32，400円 3 連 単 ��� 235，870円

5 重 勝
対象競走：阪神10R／中山10R／中京11R／阪神11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 1，191，720円

票 数

単勝票数 計2666823 的中 � 78640（10番人気）
複勝票数 計3536815 的中 � 141315（10番人気）� 474104（2番人気）� 217523（9番人気）
枠連票数 計1781797 的中 （1－5） 82255（5番人気）
馬連票数 計9546883 的中 �� 76494（41番人気）
馬単票数 計3005598 的中 �� 9544（90番人気）
ワイド票数 計4696613 的中 �� 39426（44番人気）�� 34572（46番人気）�� 64983（26番人気）
3連複票数 計15170450 的中 ��� 35109（122番人気）
3連単票数 計19842832 的中 ��� 6099（831番人気）
5重勝票数 計7507846 的中 ����� 441

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―35．8―47．9―1：00．0―1：12．1―1：24．1―1：35．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エメラルファイト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．6．23 東京1着

2016．4．9生 牡3芦 母 セトウチソーラー 母母 サマーヴォヤージュ 6戦3勝 賞金 81，230，000円
〔制裁〕 ヒシイグアス号の騎手F．ミナリクは，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7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。
（非当選馬） 1頭 キュアン号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりエメラルファイト号・ファンタジスト号・ディキシーナイト号は，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。

06096 3月17日 曇 良 （31中山2）第8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

713 グッドラックサマー 牡5栗 57
55 △野中悠太郎澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 550－ 21：53．4 4．8�

46 パレスハングリー 牝5黒鹿 55
52 ▲木幡 育也西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 484－ 21：53．5� 6．2�

58 レコンキスタ 牡5栗 57
56 ☆木幡 巧也村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B494－ 81：53．92� 134．8�

610 シ ベ リ ウ ス 牡6栗 57 横山 和生浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B470－ 2 〃 ハナ 35．1�
34 マイネルブロッケン 牡5青鹿57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 440± 01：54．11� 4．9�
815 ロードアクシス 牡4黒鹿57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 468－ 61：54．2� 31．9	
814 リ ア リ ス ト 牡6鹿 57 柴山 雄一吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム B494－ 61：54．52 25．1

611 ダイワドノヴァン 牡5黒鹿57 田辺 裕信大城 敬三氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B516－141：54．92� 6．6�
22 	 トーホウリーガル 牡6青鹿57 勝浦 正樹東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 530± 0 〃 ハナ 106．9�
35 カフェアトラス 牡4鹿 57 内田 博幸西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 524＋ 8 〃 ハナ 24．7
59 トーホウフライト 牡4鹿 57 藤岡 佑介東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 512＋ 81：55．0クビ 5．5�
23 クールエイジア 牡7鹿 57 石川裕紀人�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 B472－ 41：55．1
 228．6�
47 キャベンディッシュ 牡4栗 57 F．ミナリク本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 500＋ 81：55．63 16．9�

（独）

712 アポロレイア 牝4鹿 55
52 ▲藤田菜七子アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 478＋141：56．77 16．4�

11 アルーフクライ 牡5鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 488－ 2 〃 クビ 13．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 101，128，200円 複勝： 150，883，800円 枠連： 60，410，300円
馬連： 269，369，600円 馬単： 95，490，200円 ワイド： 170，546，700円
3連複： 390，253，800円 3連単： 505，617，400円 計： 1，743，700，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 190円 � 2，900円 枠 連（4－7） 760円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 400円 �� 11，940円 �� 12，340円

3 連 複 ��� 55，630円 3 連 単 ��� 216，770円

票 数

単勝票数 計1011282 的中 � 168062（1番人気）
複勝票数 計1508838 的中 � 250215（1番人気）� 227669（2番人気）� 9641（14番人気）
枠連票数 計 604103 的中 （4－7） 61569（1番人気）
馬連票数 計2693696 的中 �� 220608（1番人気）
馬単票数 計 954902 的中 �� 35802（1番人気）
ワイド票数 計1705467 的中 �� 124227（1番人気）�� 3428（73番人気）�� 3315（74番人気）
3連複票数 計3902538 的中 ��� 5261（157番人気）
3連単票数 計5056174 的中 ��� 1691（667番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．5―50．9―1：02．7―1：14．5―1：26．8―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．9
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グッドラックサマー �
�
父 サマーバード �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．4．2 中山6着

2014．3．22生 牡5栗 母 バックアタック 母母 ビッグハート 16戦4勝 賞金 49，650，000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8日 3月17日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

290，890，000円
22，140，000円
2，480，000円
34，710，000円
70，807，000円
4，796，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
796，532，600円
1，260，874，300円
449，226，800円
2，142，328，700円
827，633，500円
1，215，181，300円
3，156，546，800円
4，294，388，500円
750，784，600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 14，893，497，100円

総入場人員 24，608名 （有料入場人員 22，617名）



平成31年度 第2回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，394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

2，046，630，000円
30，560，000円
165，890，000円
13，710，000円
238，840，000円
567，995，000円
39，795，800円
13，382，400円

勝馬投票券売得金
5，815，952，200円
8，115，842，100円
2，781，164，300円
13，530，119，800円
5，997，717，300円
8，194，272，900円
19，331，721，100円
29，094，530，700円
4，391，947，400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 97，253，267，800円

総入場延人員 171，160名 （有料入場延人員 157，353名）
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