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09001 3月23日 雨 良 （31中山3）第1日 第1競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

48 ペイシャキュウ 牝3鹿 54
52 △野中悠太郎北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 410± 01：56．6 20．2�

35 キャンディスイート 牝3鹿 54 横山 典弘吉田 千津氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 450＋ 61：57．45 6．0�
11 メルキュール 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 21：58．14 11．1�

816 ス テ リ ー ナ 牝3黒鹿54 石橋 脩 �シルクレーシング 大和田 成 安平 ノーザンファーム 450＋ 4 〃 アタマ 65．3�
23 ラ ラ ム リ 牝3栗 54 三浦 皇成前田 葉子氏 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 412－ 21：58．41� 72．0�
24 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 462＋ 41：58．6� 2．3	
713 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 456－ 4 〃 クビ 158．8

59 ルイジアナママ 牝3青鹿54 大野 拓弥稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 444 ― 〃 ハナ 9．1�
815 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± 01：58．7� 94．6�
36 タケショウダイヤ 牝3黒鹿54 石川裕紀人�ナイト商事 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 470－ 21：59．65 27．4
510 アポロノワキザシ 牝3栗 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 日高 天羽 禮治 B478＋ 61：59．81� 43．4�
612 エスクリトーラス 牝3鹿 54

51 ▲大塚 海渡加藤 厚子氏 和田 雄二 日高 広富牧場 444 ―2：00．33 276．7�
47 トーセンコハク 牝3栗 54 戸崎 圭太島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 4 〃 クビ 3．7�
611 ボーナファイディ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也水上ふじ子氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 456－ 22：00．4� 43．2�
12 セイウンノルン 牝3黒鹿54 武士沢友治西山 茂行氏 蛯名 利弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 438－ 42：01．14 283．8�
714 インマイレーベン 牝3鹿 54 柴田 善臣薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 いとう牧場 462－ 82：01．31 365．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，166，300円 複勝： 42，578，600円 枠連： 11，687，900円
馬連： 53，136，000円 馬単： 26，929，600円 ワイド： 39，271，100円
3連複： 76，643，300円 3連単： 96，060，100円 計： 375，472，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 460円 � 230円 � 410円 枠 連（3－4） 830円

馬 連 �� 5，560円 馬 単 �� 16，170円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 2，730円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 18，360円 3 連 単 ��� 121，110円

票 数

単勝票数 計 291663 的中 � 11518（6番人気）
複勝票数 計 425786 的中 � 22138（6番人気）� 54825（3番人気）� 25371（5番人気）
枠連票数 計 116879 的中 （3－4） 10912（3番人気）
馬連票数 計 531360 的中 �� 7400（16番人気）
馬単票数 計 269296 的中 �� 1249（42番人気）
ワイド票数 計 392711 的中 �� 6395（15番人気）�� 3625（26番人気）�� 9219（11番人気）
3連複票数 計 766433 的中 ��� 3130（47番人気）
3連単票数 計 960601 的中 ��� 575（291番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―38．0―51．8―1：05．0―1：17．9―1：30．9―1：43．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペイシャキュウ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2019．2．10 東京6着

2016．5．4生 牝3鹿 母 マ マ キ ジ ャ 母母 サ ヤ カ 3戦1勝 賞金 5，500，000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 トーヨークィーン号

09002 3月23日 曇 良 （31中山3）第1日 第2競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

816 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 458－ 21：12．8 3．9�
612 アサクサアンデス 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468－101：12．9� 7．0�
59 パルセイティング 牝3鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 山下 恭茂 432－ 61：13．32� 48．3�
47 インターロード 牡3黒鹿56 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 新冠 オリエント牧場 470± 01：13．62 1．8�
48 ニシノドクターヘリ 牝3栗 54

53 ☆武藤 雅西山 茂行氏 上原 博之 新冠 村上 欽哉 444－ 21：13．81 15．7�
35 フェアリースキップ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか タイヘイ牧場 412－ 21：13．9� 165．7	
11 モンサンラファータ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 496－101：14．0� 32．2

815 アストロゲート 牡3黒鹿 56

54 △野中悠太郎 �カナヤマホール
ディングス 竹内 正洋 浦河 杵臼牧場 B478＋ 6 〃 クビ 34．8�

714 ウインドスケール 牡3栗 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 526 ―1：14．31� 8．6
12 シャドーバンキング 牡3鹿 56 江田 照男田頭 勇貴氏 的場 均 日高 新井 昭二 518＋101：14．5� 129．1�
23 ベルフォルテ 牡3鹿 56 杉原 誠人山口功一郎氏 小島 茂之 安平 追分ファーム 512 ―1：14．71� 165．1�
36 タイセイフレイム 牡3黒鹿56 内田 博幸田中 成奉氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 496－ 81：14．91� 41．9�
611 スマイルベティ 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星堀江 貞幸氏 小桧山 悟 むかわ 上水牧場 464－ 21：15．0クビ 477．9�
510 ロコマイカイ 牝3栗 54 柴田 善臣平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 452－ 41：15．31� 223．6�
713 エムティーリアン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�門別牧場 清水 英克 日高 門別牧場 476 ―1：16．68 325．7�
24 コ コ ロ コ 牝3栗 54 西田雄一郎上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 446＋ 6 〃 クビ 399．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，379，400円 複勝： 50，208，200円 枠連： 12，264，100円
馬連： 49，342，300円 馬単： 29，868，100円 ワイド： 35，601，700円
3連複： 71，245，200円 3連単： 110，207，300円 計： 387，116，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 200円 � 280円 � 850円 枠 連（6－8） 1，060円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，230円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 8，830円 3 連 単 ��� 33，650円

票 数

単勝票数 計 283794 的中 � 57802（2番人気）
複勝票数 計 502082 的中 � 77676（2番人気）� 47968（3番人気）� 12447（7番人気）
枠連票数 計 122641 的中 （6－8） 8939（4番人気）
馬連票数 計 493423 的中 �� 32425（4番人気）
馬単票数 計 298681 的中 �� 9687（7番人気）
ワイド票数 計 356017 的中 �� 21808（4番人気）�� 7191（14番人気）�� 3831（20番人気）
3連複票数 計 712452 的中 ��� 6049（25番人気）
3連単票数 計1102073 的中 ��� 2374（90番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．7―12．3―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．6―46．9―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．2
3 ・（1，9）（11，12）（4，7，16）（2，15）（5，6，8，10）－（13，14）＝3 4 ・（1，9）（11，12）16，7（4，15）（2，5，8）（6，10）－14，13＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アミュリオン �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．6．17 函館11着

2016．4．9生 牡3栗 母 エーシンチェロキー 母母 エイシンテネシー 8戦1勝 賞金 7，800，000円
※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 アイアンユウキャン号・オールフォーワン号・カシマヌアージ号・サンハンツビル号・メイショウパンゲア号

第３回 中山競馬 第１日



09003 3月23日 小雨 良 （31中山3）第1日 第3競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

23 アイヅリュウコ 牡3栗 56 杉原 誠人真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 増本牧場 470－ 21：56．4 6．9�
12 ヤークトボマー 牡3栗 56 横山 典弘西森 鶴氏 中川 公成 新ひだか ニシケンフアーム 460± 01：56．82� 1．6�
612 ケイティクラウン �3栗 56

54 △野中悠太郎瀧本 和義氏 清水 英克 日高 中館牧場 B480－ 21：57．11� 39．5�
611 カセノウィナー 牡3栗 56 内田 博幸平川 進氏 土田 稔 新冠 村上 雅規 492± 01：57．2クビ 46．8�
59 サクラザチェンジ 牡3栗 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 武藤 善則 新ひだか 増本牧場 B478± 01：57．41� 19．2�
35 アペタイザー 牡3鹿 56 大野 拓弥�Shadow 栗田 徹 日高 下河辺牧場 504－101：57．71� 5．0	
714 セイクリッドキング 牡3鹿 56 F．ミナリク K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 524－ 61：57．8クビ 9．7


（独）

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 466－ 21：58．33 380．0�
816 ストロングヘヴン 牡3青 56 西村 太一天堀 忠博氏 松永 康利 日高 門別 敏朗 524－ 21：58．4� 37．1�
713 コパノアダムス 牡3鹿 56 三浦 皇成小林 照弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 伊藤 敏明 490－ 81：58．5クビ 33．9
815 マ ト イ 牡3鹿 56 武士沢友治坂本 守孝氏 畠山 吉宏 新冠 大林ファーム 422－121：58．6� 518．3�
48 ク ロ ヒ ョ ウ 牡3青鹿 56

55 ☆武藤 雅河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 474＋ 2 〃 アタマ 169．2�
510 サステイナビリティ �3鹿 56

55 ☆木幡 巧也ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460－ 2 〃 クビ 459．2�

36 アシベツヨウヘイ 牡3栗 56 服部 茂史�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B490－ 81：59．34 183．0�
（北海道）

11 ナムラダイダロス 牡3鹿 56 嘉藤 貴行奈村 信重氏 岩戸 孝樹 浦河 中島牧場 448＋ 21：59．51� 425．9�
47 ドラジェブルー 牡3青鹿56 松岡 正海吉田 千津氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 480＋ 22：01．6大差 186．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，245，200円 複勝： 144，051，400円 枠連： 13，377，000円
馬連： 52，697，600円 馬単： 34，980，600円 ワイド： 42，435，300円
3連複： 81，065，100円 3連単： 136，985，500円 計： 540，837，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 150円 � 110円 � 440円 枠 連（1－2） 470円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 240円 �� 2，420円 �� 870円

3 連 複 ��� 4，510円 3 連 単 ��� 28，290円

票 数

単勝票数 計 352452 的中 � 40538（3番人気）
複勝票数 計1440514 的中 � 87290（3番人気）� 1095298（1番人気）� 17468（6番人気）
枠連票数 計 133770 的中 （1－2） 22042（2番人気）
馬連票数 計 526976 的中 �� 82037（2番人気）
馬単票数 計 349806 的中 �� 17474（5番人気）
ワイド票数 計 424353 的中 �� 55470（2番人気）�� 3892（22番人気）�� 11398（10番人気）
3連複票数 計 810651 的中 ��� 13461（13番人気）
3連単票数 計1369855 的中 ��� 3510（75番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―37．8―51．0―1：03．6―1：16．3―1：29．6―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．1
1
3
5（7，14）（2，12）11（6，13）9，8，10，16，15，3（4，1）
5（7，14）2（12，11）（13，9）（6，16）（8，3）10，15，1＝4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アイヅリュウコ �
�
父 グランプリボス �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．1．20 中山6着

2016．4．2生 牡3栗 母 シーダーローズ 母母 ルシールシーダー 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 ケイティクラウン号の調教師清水英克は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドラジェブルー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月23日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キョウエイワイルド号
※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。

09004 3月23日 小雨 良 （31中山3）第1日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時35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

35 スイートセント 牝3鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 440± 01：35．7 1．8�
24 ギフトオブアート 牝3鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 61：35．91� 2．9�
12 グランツリヒター 牡3黒鹿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 日高 タバタファーム 488＋ 21：36．11� 8．8�
816 ロ ザ ム ー ル 牝3栗 54 松岡 正海栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 468－ 4 〃 クビ 183．9�
47 ケイアイネイビー 牡3栗 56

54 △野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 442－101：36．52� 16．9	
714 ダンスロマネスク 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 464 ― 〃 ハナ 13．4

611 ア マ レ ー ン 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 61：36．6クビ 112．9�
48 モードフランス 牝3黒鹿54 F．ミナリク吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 430－101：36．91� 22．2�

（独）

36 ワイルドタッチ 牝3栗 54 内田 博幸�キヨタケ牧場 黒岩 陽一 新ひだか キヨタケ牧場 456＋101：37．11� 21．0
713 マイキューティー 牝3青鹿 54

51 ▲菅原 明良杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 440＋ 4 〃 アタマ 312．8�
23 イ ジ ェ ン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新冠 坂元 芳春 496＋181：37．31� 241．0�
510 ストーリーズ 牝3鹿 54 石川裕紀人林 正道氏 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 B398－101：37．61� 93．1�
815 ケンブリッジウィズ 牝3栗 54 武士沢友治中西 宏彰氏 石栗 龍彦 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 422＋ 61：37．7� 474．3�
612 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 434－ 61：38．12� 196．9�
11 フ ガ ク 牡3黒鹿56 服部 茂史中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 446－ 41：38．2� 532．7�

（北海道）

59 ハッピービギニング 牝3青鹿54 西田雄一郎鹽田 久義氏 南田美知雄 新ひだか 森 俊雄 466＋ 21：39．58 458．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，565，200円 複勝： 40，233，600円 枠連： 14，269，100円
馬連： 51，071，200円 馬単： 33，709，700円 ワイド： 36，892，200円
3連複： 74，368，800円 3連単： 115，827，500円 計： 400，937，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 180円 枠 連（2－3） 220円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 150円 �� 340円 �� 380円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 1，650円

票 数

単勝票数 計 345652 的中 � 145587（1番人気）
複勝票数 計 402336 的中 � 150279（1番人気）� 90421（2番人気）� 31972（3番人気）
枠連票数 計 142691 的中 （2－3） 48367（1番人気）
馬連票数 計 510712 的中 �� 143867（1番人気）
馬単票数 計 337097 的中 �� 58685（1番人気）
ワイド票数 計 368922 的中 �� 81327（1番人気）�� 23362（2番人気）�� 20598（5番人気）
3連複票数 計 743688 的中 ��� 96216（1番人気）
3連単票数 計1158275 的中 ��� 50807（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．1―47．2―59．7―1：12．1―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

スイートセント �
�
父 ワークフォース �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．11．17 東京2着

2016．2．28生 牝3鹿 母 ヒカルアマランサス 母母 ス タ ー ミ ー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔3走成績による出走制限〕 ケンブリッジウィズ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月23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 ケイツーランド号
（非抽選馬） 1頭 ラヴィングウェイ号
※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。



09005 3月23日 小雨 良 （31中山3）第1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

11 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 438－ 41：50．7 3．4�
713 ブラッドストーン 牡3黒鹿56 武 豊加藤 徹氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 466－ 6 〃 アタマ 5．8�
714 コスモアイトーン 牡3黒鹿56 F．ミナリク �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 21：51．34 57．9�

（独）

12 カルダングリル 牝3栗 54
53 ☆木幡 巧也吉田 千津氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 380－ 61：51．4� 206．8�

816 ショウナンバビアナ 牝3青鹿54 三浦 皇成国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 490 ―1：51．5� 11．9�
815 パ ロ ネ ラ 牝3鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 474－ 21：51．6� 1．8	
612 サバイバルトリック 牝3黒鹿 54

52 △野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 日高 原田牧場 448－ 21：51．81	 100．6

36 
 ランドルーラー 牡3鹿 56 池添 謙一ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 502－ 8 〃 ハナ 24．0�
510 オメガドーヴィル 牝3青鹿54 石橋 脩原 �子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 400＋ 21：51．9クビ 21．5�
35 セイウンシェリー 牝3栗 54

53 ☆武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー
クスタツド 434－101：52．0� 83．3

59 ヤマニングレナデン 牝3栗 54 柴田 善臣土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 光夫 454± 01：52．42� 554．4�
23 アイアンミリオン 牝3青鹿 54

53 ☆坂井 瑠星池上 一馬氏 青木 孝文 新ひだか 原口牧場 420－101：52．5クビ 302．3�
24 
 コスモムーンボウ 牡3黒鹿54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 豪

Desharon Blood-
stock, Stable-
board Bloodstock

446 ― 〃 クビ 155．9�
611 ウエスタンランポ 牝3鹿 54 田中 勝春西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 414＋ 41：52．92� 344．3�
48 シ ン リ ン 牡3栗 56 江田 照男重松 國建氏 大江原 哲 浦河 フクオカファーム 456± 01：53．11	 395．4�
47 ピカレスクスマイル 牡3鹿 56 石川裕紀人井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 430－ 81：54．16 249．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，631，000円 複勝： 60，776，300円 枠連： 16，419，600円
馬連： 65，349，500円 馬単： 38，661，100円 ワイド： 44，763，600円
3連複： 88，558，700円 3連単： 135，623，500円 計： 494，783，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 280円 � 830円 枠 連（1－7） 800円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，210円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 6，610円 3 連 単 ��� 21，550円

票 数

単勝票数 計 446310 的中 � 104703（2番人気）
複勝票数 計 607763 的中 � 106211（2番人気）� 57062（3番人気）� 15153（7番人気）
枠連票数 計 164196 的中 （1－7） 15763（3番人気）
馬連票数 計 653495 的中 �� 56422（3番人気）
馬単票数 計 386611 的中 �� 18792（4番人気）
ワイド票数 計 447636 的中 �� 32410（3番人気）�� 9154（12番人気）�� 4454（21番人気）
3連複票数 計 885587 的中 ��� 10041（18番人気）
3連単票数 計1356235 的中 ��� 4561（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．6―50．0―1：02．3―1：14．7―1：26．9―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．0
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ル マ マ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．7．28 札幌2着

2016．4．28生 牡3芦 母 ホエールキャプチャ 母母 グローバルピース 8戦1勝 賞金 15，850，000円
〔発走状況〕 ヤマニングレナデン号は，馬場入場後に左前肢落鉄。発走時刻5分遅延。
〔制裁〕 アルママ号の騎手柴田大知は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・4番・5番）
※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。

09006 3月23日 小雨 良 （31中山3）第1日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時55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

815 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 468－ 21：54．3 3．0�

611 ゴルトマイスター 牡3栗 56 M．デムーロ �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± 01：54．93� 1．7�

36 ハヤブサナンデクン 牡3芦 56 池添 謙一武田 修氏 吉村 圭司 新ひだか グランド牧場 494＋121：55．0� 9．5�
48 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 502－ 41：55．1� 27．0�
714 ブリッツェンシチー 牡3鹿 56 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 528± 01：55．63 17．2�
35 キ ュ ア ン 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星松谷 翔太氏 林 徹 千歳 社台ファーム 508－ 61：55．92 67．6	
713 キングスバレイ 牡3栗 56 F．ミナリク村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 510＋101：56．0クビ 40．7


（独）

612 ユキノヴェルデ 牡3鹿 56 戸崎 圭太井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 506＋ 4 〃 クビ 55．3�
59 アルマスティング 牡3栗 56 吉田 豊コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 小島牧場 490－ 21：56．1� 49．8�
510 セイカヤマノ 牡3黒鹿56 柴田 大知久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B490－ 41：56．2� 54．5
23 トリヴォルテソーロ 牡3栗 56 服部 茂史了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 浦河 浦河土肥牧場 488－ 41：56．3� 254．8�
（北海道）

12 ウイニングメイビー 牡3黒鹿56 三浦 皇成井上 久光氏 稲垣 幸雄 日高 サンバマウン
テンファーム 466± 01：56．51	 46．7�

24 ドゥエルメス 牝3黒鹿54 大野 拓弥大塚 亮一氏 畠山 吉宏 新冠 アサヒ牧場 508＋ 21：57．03 134．2�
47 フラテルニテ 牝3芦 54

53 ☆武藤 雅北嶋 義三氏 戸田 博文 平取 北島牧場 488－ 2 〃 アタマ 121．7�
11 シャルロッテミノル 牝3鹿 54 松岡 正海吉岡 實氏 中舘 英二 浦河 金成吉田牧場 530－ 61：57．95 84．5�
816 ニシノイタダキ 牡3鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 474－ 21：58．21� 209．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，745，100円 複勝： 98，591，000円 枠連： 18，462，100円
馬連： 70，868，700円 馬単： 42，044，900円 ワイド： 53，383，000円
3連複： 106，987，600円 3連単： 165，459，400円 計： 593，541，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（6－8） 170円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 130円 �� 400円 �� 310円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 2，370円

票 数

単勝票数 計 377451 的中 � 98462（2番人気）
複勝票数 計 985910 的中 � 146114（2番人気）� 608993（1番人気）� 53397（3番人気）
枠連票数 計 184621 的中 （6－8） 81781（1番人気）
馬連票数 計 708687 的中 �� 290932（1番人気）
馬単票数 計 420449 的中 �� 62033（2番人気）
ワイド票数 計 533830 的中 �� 144159（1番人気）�� 25774（3番人気）�� 35036（2番人気）
3連複票数 計1069876 的中 ��� 135489（1番人気）
3連単票数 計1654594 的中 ��� 50600（4番人気）

ハロンタイム 12．4―12．1―13．2―13．2―12．6―12．4―12．5―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．5―37．7―50．9―1：03．5―1：15．9―1：28．4―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハ ヤ ヤ ッ コ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．6．24 東京3着

2016．2．10生 牡3白 母 マ シ ュ マ ロ 母母 シラユキヒメ 7戦2勝 賞金 21，300，000円
※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。



09007 3月23日 小雨 良 （31中山3）第1日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時25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

510 ジェットコルサ 牡7青 57 戸崎 圭太尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 486＋101：11．2 12．3�
36 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 508－ 21：11．41� 12．2�
815 アメリカンツイスト 牡4鹿 57 松岡 正海 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 484＋101：11．61 4．0�
816 クラウンクラシック 牡4芦 57

54 ▲菅原 明良矢野 恭裕氏 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 484＋ 21：11．81� 30．7�
611 アドマイヤムテキ 牡6黒鹿57 横山 典弘近藤 利一氏 上原 博之 洞	湖 レイクヴィラファーム 494－ 81：12．12 96．7�
11 
 ライバーバード 牡5芦 57 M．デムーロ馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B512－ 4 〃 クビ 1．8	
612 ファインダッシュ 牡7黒鹿57 内田 博幸井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B514＋10 〃 ハナ 65．4

48 タマスカイブルー 牡4青鹿 57

55 △野中悠太郎玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 494± 01：12．3� 25．1�
47 � ハービーボンズ 4鹿 57 三浦 皇成多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 422－191：12．51� 54．0�
12 ザベストエバー 牡5黒鹿57 F．ミナリク古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 ハナ 16．8

（独）

59 セイウンデルレイ 牡4鹿 57 武士沢友治西山 茂行氏 深山 雅史 新ひだか 藤巻 則弘 500－ 6 〃 クビ 210．5�
713 オーシャンビュー 牡6鹿 57 江田 照男冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 454－ 6 〃 同着 39．9�
714 エ ン パ シ ー 牡5青鹿57 蛯名 正義岡 浩二氏 中川 公成 新ひだか カタオカフアーム B488＋ 21：12．81� 33．0�
24 エ ナ グ リ ン 牡4栗 57

56 ☆坂井 瑠星宮原 廣伸氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 478－ 21：12．9クビ 15．2�
35 � ヘルデンレーベン 牡5鹿 57 西田雄一郎 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム 504＋ 11：13．53� 190．5�
23 � フィールザサンダー 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也櫻井 正氏 深山 雅史 むかわ 平岡牧場 454－ 41：13．6� 131．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，323，100円 複勝： 45，815，600円 枠連： 17，136，200円
馬連： 69，273，500円 馬単： 35，434，800円 ワイド： 50，387，500円
3連複： 98，552，800円 3連単： 131，038，500円 計： 486，962，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 230円 � 280円 � 160円 枠 連（3－5） 4，120円

馬 連 �� 4，660円 馬 単 �� 11，040円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 660円 �� 770円

3 連 複 ��� 5，060円 3 連 単 ��� 45，670円

票 数

単勝票数 計 393231 的中 � 25551（4番人気）
複勝票数 計 458156 的中 � 49390（3番人気）� 37417（4番人気）� 85871（2番人気）
枠連票数 計 171362 的中 （3－5） 3222（14番人気）
馬連票数 計 692735 的中 �� 11503（14番人気）
馬単票数 計 354348 的中 �� 2407（32番人気）
ワイド票数 計 503875 的中 �� 9416（11番人気）�� 20220（6番人気）�� 16828（7番人気）
3連複票数 計 985528 的中 ��� 14599（14番人気）
3連単票数 計1310385 的中 ��� 2080（132番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．2―12．0―12．4―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェットコルサ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2014．6．22 函館4着

2012．3．31生 牡7青 母 フ ォ セ ッ ト 母母 ポンパドール 34戦3勝 賞金 54，798，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ゴールドクロス号・ブランオラージュ号
（非抽選馬） 5頭 ウエスタンボルト号・エターナルフレイム号・オレノマニラ号・シャイニングボルト号・レイデマー号
※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。

09008 3月23日 小雨 稍重 （31中山3）第1日 第8競走 ��3，350�ペガサスジャンプステークス
発走14時00分 （芝・外）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬および�
3�増，J・GⅡ競走1着馬2�増

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード3：40．8良

33 � マイネルプロンプト �7黒鹿60 森 一馬岡田 壮史氏 坂口 智康 新冠 コスモヴューファーム 476－123：43．2 3．1�
67 シングンマイケル �5鹿 60 金子 光希伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 460＋ 43：43．62	 5．1�
22 ディライトフル �8鹿 60 白浜 雄造�ノースヒルズ 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 03：43．7	 7．2�
79 ミヤジタイガ 牡9鹿 60 西谷 誠曽我 司氏 武 幸四郎 日高 白井牧場 502± 0 〃 クビ 2．5�
44 ラピッドシップ 牡5黒鹿60 北沢 伸也飯田 正剛氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 478＋163：43．8クビ 118．9�
11 シゲルヒノクニ 牡7栗 60 上野 翔森中 蕃氏 粕谷 昌央 浦河 中村 雅明 498－243：44．12 176．4	
78 シゲルボスザル 牡5黒鹿60 植野 貴也森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下

ファーム 460－ 23：44．42 79．3

55 シゲルピーマン �4鹿 59 石神 深一森中 蕃氏 粕谷 昌央 新ひだか 神垣 道弘 474± 03：45．25 13．1�
810 シゲルスズキ 牡6栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 496＋ 43：45．83	 147．3�
811 マックスドリーム �12青鹿60 平沢 健治山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 536－16 〃 クビ 60．7
66 ミュートエアー 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 23：46．11
 12．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，867，800円 複勝： 30，721，100円 枠連： 13，401，900円
馬連： 55，916，900円 馬単： 30，342，800円 ワイド： 34，660，800円
3連複： 80，156，200円 3連単： 139，789，500円 計： 413，857，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 150円 � 210円 枠 連（3－6） 670円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 330円 �� 450円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 7，130円

票 数

単勝票数 計 288678 的中 � 73305（2番人気）
複勝票数 計 307211 的中 � 63373（2番人気）� 55431（3番人気）� 31657（4番人気）
枠連票数 計 134019 的中 （3－6） 15435（3番人気）
馬連票数 計 559169 的中 �� 52334（2番人気）
馬単票数 計 303428 的中 �� 16930（4番人気）
ワイド票数 計 346608 的中 �� 28565（3番人気）�� 19411（5番人気）�� 12654（10番人気）
3連複票数 計 801562 的中 ��� 33409（5番人気）
3連単票数 計1397895 的中 ��� 14200（18番人気）
上り 1マイル 1：44．6 4F 51．4－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マイネルプロンプト �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 マイネルラヴ

2012．3．17生 �7黒鹿 母 コスモクラッベ 母母 ビンゴハナコ 障害：17戦5勝 賞金 122，135，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



09009 3月23日 曇 稍重 （31中山3）第1日 第9競走 ��2，000�ミ モ ザ 賞
発走14時35分 （芝・右）

牝，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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

77 エ ア ジ ー ン 牝3鹿 54 石橋 脩 �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 448－ 62：02．1 6．3�
22 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 474－ 4 〃 クビ 2．6�
11 グランデストラーダ 牝3鹿 54 F．ミナリク �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472－ 82：02．42 22．9�

（独）

88 アックアアルタ 牝3青鹿54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 448＋ 22：02．61� 31．3�
44 ローズテソーロ 牝3青鹿54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 448± 0 〃 ハナ 14．9	
89 メ ッ シ ー ナ 牝3鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 462－ 62：03．34 2．5

33 ト ロ ハ 牝3黒鹿54 内田 博幸橋元 勇氣氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 468－ 42：03．61� 17．5�
66 ファクトゥーラ 牝3黒鹿54 池添 謙一 �キャロットファーム 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 22：04．77 68．5�
55 ロジシルキー 牝3黒鹿54 武 豊久米田正明氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 546＋ 22：11．3大差 8．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 53，154，200円 複勝： 53，765，400円 枠連： 14，513，000円
馬連： 91，101，300円 馬単： 44，638，300円 ワイド： 50，907，000円
3連複： 107，717，100円 3連単： 194，970，600円 計： 610，766，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 170円 � 130円 � 350円 枠 連（2－7） 660円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，420円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，500円 3 連 単 ��� 15，780円

票 数

単勝票数 計 531542 的中 � 67137（3番人気）
複勝票数 計 537654 的中 � 82203（3番人気）� 145679（1番人気）� 27732（7番人気）
枠連票数 計 145130 的中 （2－7） 16850（2番人気）
馬連票数 計 911013 的中 �� 115040（2番人気）
馬単票数 計 446383 的中 �� 20769（5番人気）
ワイド票数 計 509070 的中 �� 59450（2番人気）�� 8152（18番人気）�� 14926（10番人気）
3連複票数 計1077171 的中 ��� 23056（12番人気）
3連単票数 計1949706 的中 ��� 8956（54番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．5―12．2―12．1―12．0―12．3―12．0―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―36．9―49．1―1：01．2―1：13．2―1：25．5―1：37．5―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ ア ジ ー ン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．9．30 中山1着

2016．1．30生 牝3鹿 母 ラスティングソング 母母 ハルーワソング 3戦2勝 賞金 18，324，000円
〔調教再審査〕 ロジシルキー号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ロジシルキー号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。

09010 3月23日 曇 稍重 （31中山3）第1日 第10競走 ��
��1，200�

はるかぜ

春風ステークス
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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

713 アシャカダイキ 牝5鹿 55 松岡 正海吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：10．6 25．4�
34 � アスタースウィング 牡5栗 57 勝浦 正樹加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC B514－ 41：10．7	 15．2�
611 ビービーサレンダー 牡6鹿 57 武藤 雅�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 498－121：10．91
 14．5�
712 ルッジェーロ 牡4黒鹿57 三浦 皇成村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 520± 01：11．0	 3．8�
610� サザンヴィグラス 牡4鹿 57 野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ

ネツ牧場 494± 0 〃 クビ 126．8�
46 ノーフィアー 牡5栗 57 池添 謙一平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 502± 01：11．1クビ 5．4	
814 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 462－ 2 〃 クビ 12．1


（独）

58 オーヴァーライト 牡4栗 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 手塚 貴久 新冠 須崎牧場 B506－ 21：11．31
 6．2�
22 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 518＋ 21：11．4クビ 34．5�
35 スビールアスール 牝5黒鹿55 柴田 大知アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 502＋ 61：11．5	 5．6�
47 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 478－ 21：11．6� 46．2�
23 ストロングトリトン 7鹿 57 木幡 初也村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 480－ 41：11．7	 250．2�
59 マンカストラップ 牡5青鹿57 大野 拓弥�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 496－ 61：11．8クビ 16．2�
11 � フランシスコダイゴ 牡4鹿 57 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス 武市 康男 日高 タバタファーム 466－ 61：11．9� 14．1�
815 ブ ロ ワ 牝6黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 482＋ 61：12．21	 60．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 56，015，600円 複勝： 84，162，200円 枠連： 32，127，600円
馬連： 150，964，500円 馬単： 57，477，200円 ワイド： 92，848，500円
3連複： 219，552，500円 3連単： 252，552，400円 計： 945，700，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，540円 複 勝 � 820円 � 560円 � 410円 枠 連（3－7） 810円

馬 連 �� 13，440円 馬 単 �� 24，350円

ワ イ ド �� 3，440円 �� 3，110円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 46，680円 3 連 単 ��� 292，960円

票 数

単勝票数 計 560156 的中 � 17612（10番人気）
複勝票数 計 841622 的中 � 25603（10番人気）� 39676（9番人気）� 56921（6番人気）
枠連票数 計 321276 的中 （3－7） 30735（1番人気）
馬連票数 計1509645 的中 �� 8703（49番人気）
馬単票数 計 574772 的中 �� 1770（96番人気）
ワイド票数 計 928485 的中 �� 6924（45番人気）�� 7696（41番人気）�� 10396（32番人気）
3連複票数 計2195525 的中 ��� 3527（145番人気）
3連単票数 計2525524 的中 ��� 625（884番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．4―12．2―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．6―45．8―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．0
3 7，15（5，6）（1，12，4）（3，9，10）8（2，11，13）14 4 7（15，6，12，4）5（1，9，10）3（8，13）（2，11，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アシャカダイキ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2016．9．17 中山5着

2014．2．8生 牝5鹿 母 レ ツ ィ ー ナ 母母 タニウインドタイム 20戦5勝 賞金 67，662，000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。



09011 3月23日 曇 稍重 （31中山3）第1日 第11競走 ��
��2，500�第67回日 経 賞（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，30．3．24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，30．3．23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）

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 854，000円 244，000円 122，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

11 メイショウテッコン 牡4青鹿55 武 豊松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 下屋敷牧場 510＋ 22：34．2 4．9�
67 エ タ リ オ ウ 牡4青鹿55 M．デムーロ �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B466－ 62：34．41� 2．1�
44 	 サクラアンプルール 牡8栗 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 484－ 42：34．61� 8．2�
710
 ハッピーグリン 牡4栗 55 服部 茂史会田 裕一氏 田中 淳司 千歳 社台ファーム 458－ 62：34．81� 93．7�

（北海道） （北海道）

22 ゴーフォザサミット 牡4黒鹿56 石橋 脩山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 512＋182：34．9クビ 19．6�
56 ルックトゥワイス 牡6鹿 56 戸崎 圭太飯塚 知一氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 448－ 22：35．0� 4．3	
812 クリンチャー 牡5鹿 56 三浦 皇成前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 494＋ 42：35．32 13．9

55 ブラックバゴ 牡7黒鹿56 池添 謙一 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 524－ 42：35．62 23．9�
811 チェスナットコート 牡5栗 56 坂井 瑠星窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 468 2：35．81 40．9
79 カフェブリッツ 牡6鹿 56 蛯名 正義西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 B538－ 82：35．9� 35．6�
33 アクションスター 牡9栗 56 大野 拓弥福井 明氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 62：36．85 517．8�
68 グランアルマダ �7芦 56 石川裕紀人 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム B532－ 42：37．11� 313．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 176，708，800円 複勝： 279，081，000円 枠連： 60，491，300円
馬連： 456，462，000円 馬単： 192，871，500円 ワイド： 260，853，000円
3連複： 701，356，500円 3連単： 1，143，922，900円 計： 3，271，747，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 110円 � 180円 枠 連（1－6） 610円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 300円 �� 540円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 6，940円

票 数

単勝票数 計1767088 的中 � 287473（3番人気）
複勝票数 計2790810 的中 � 304852（3番人気）� 1257449（1番人気）� 247995（4番人気）
枠連票数 計 604913 的中 （1－6） 75854（2番人気）
馬連票数 計4564620 的中 �� 576219（2番人気）
馬単票数 計1928715 的中 �� 107969（4番人気）
ワイド票数 計2608530 的中 �� 233664（2番人気）�� 115702（6番人気）�� 178692（4番人気）
3連複票数 計7013565 的中 ��� 378314（3番人気）
3連単票数 計11439229 的中 ��� 119475（14番人気）

ハロンタイム 7．0―11．8―12．5―12．3―12．6―13．1―12．9―13．1―11．9―11．6―11．8―11．6―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．0―18．8―31．3―43．6―56．2―1：09．3―1：22．2―1：35．3―1：47．2―1：58．8―2：10．6―2：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．0―3F35．4
1
�
1，9，2，10，4，7（6，11，12）（3，8）－5・（1，7）（2，9）（10，12）4，11，6，8（3，5）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウテッコン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Lemon Drop Kid デビュー 2017．9．3 小倉1着

2015．4．17生 牡4青鹿 母 エーシンベロシティ 母母 Vermont Girl 11戦5勝 賞金 162，280，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりメイショウテッコン号は，天皇賞（春）（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

09012 3月23日 曇 稍重 （31中山3）第1日 第12競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
2：28．8
2：28．6

重
不良

66 オメガドラクロワ 牡5青鹿57 石橋 脩原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 464＋102：37．6 6．2�
810 ヴィジョンオブラヴ 牡4青鹿56 三浦 皇成大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 486－ 22：37．92 11．8�
33 イルフォーコン 牡6黒鹿57 松岡 正海 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 466－ 62：38．53	 2．6�
78 スズカロング 牡5鹿 57 横山 典弘永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 490＋ 22：38．71 5．7�
44 エムオーグリッタ 牡5鹿 57 勝浦 正樹大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 
橋本牧場 500＋ 22：39．02 7．3�
77 アバオアクー 牡7鹿 57 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B526－ 2 〃 クビ 10．2�
11 ワイルドゲーム 牡6鹿 57 F．ミナリク 合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B502± 02：39．32 7．2	
（独）

55 サノノカガヤキ 牡6鹿 57
54 ▲菅原 明良佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 506＋ 22：39．51� 16．5


89 カタヨクノテンシ 牡6鹿 57 石川裕紀人�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 496＋102：40．45 55．0�
22 フジマサクラウン 牡8鹿 57 内田 博幸藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム B522－ 62：41．03	 100．1

（10頭）

売 得 金
単勝： 75，780，200円 複勝： 83，711，600円 枠連： 31，975，600円
馬連： 145，026，900円 馬単： 67，319，400円 ワイド： 94，383，000円
3連複： 183，892，800円 3連単： 329，081，200円 計： 1，011，170，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 300円 � 130円 枠 連（6－8） 3，000円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 5，900円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 370円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 24，120円

票 数

単勝票数 計 757802 的中 � 96477（3番人気）
複勝票数 計 837116 的中 � 103336（5番人気）� 52933（7番人気）� 232589（1番人気）
枠連票数 計 319756 的中 （6－8） 8237（12番人気）
馬連票数 計1450269 的中 �� 34875（15番人気）
馬単票数 計 673194 的中 �� 8552（26番人気）
ワイド票数 計 943830 的中 �� 22729（17番人気）�� 72016（3番人気）�� 31786（8番人気）
3連複票数 計1838928 的中 ��� 39497（11番人気）
3連単票数 計3290812 的中 ��� 9890（84番人気）

ハロンタイム 13．3―13．1―13．5―13．7―14．0―14．4―14．0―12．5―12．1―12．0―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―26．4―39．9―53．6―1：07．6―1：22．0―1：36．0―1：48．5―2：00．6―2：12．6―2：24．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オメガドラクロワ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Sir Cat デビュー 2016．7．24 函館3着

2014．2．12生 牡5青鹿 母 カ チ バ 母母 Sinister Victory 15戦4勝 賞金 42，122，000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。



（31中山3）第1日 3月23日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 169頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

309，390，000円
20，040，000円
2，330，000円
37，460，000円
2，000，000円
69，091，500円
5，238，200円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
639，581，900円
1，013，696，000円
256，125，400円
1，311，210，400円
634，278，000円
836，386，700円
1，890，096，600円
2，951，518，400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
計 9，532，893，400円

総入場人員 18，297名 （有料入場人員 16，830名）
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