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09025 3月30日 曇 良 （31中山3）第3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）

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

36 カッチョエペペ 牝3栗 54
53 ☆木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 436－ 41：12．8 3．5�

24 スマートエリス 牝3栗 54 川田 将雅大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 482－ 2 〃 クビ 5．8�
12 ショウナンカンザシ 牝3黒鹿54 田辺 裕信国本 哲秀氏 大竹 正博 新冠 森永 聡 450－ 4 〃 ハナ 10．9�
714 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 452－101：13．01� 6．7�
611 リワードノルン 牝3黒鹿54 丸山 元気宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 462－ 41：13．21� 20．3�
815 サンダミアーノ 牝3鹿 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 440± 0 〃 ハナ 13．6	
47 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 410－ 81：13．51� 6．7

510 ミニオンペール 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新冠 サンローゼン 454－101：13．71� 10．0�
11 ペイシャコリンナ 牝3黒鹿54 横山 和生北所 直人氏 土田 稔 新冠 隆栄牧場 470± 01：13．91� 32．8
612 セ イ ス ピ カ 牝3黒鹿54 和田 竜二金田 成基氏 中川 公成 新冠 松本 信行 440＋ 2 〃 ハナ 12．8�
23 カネショウベリー 牝3芦 54 F．ミナリク清水 正裕氏 古賀 史生 日高 サンシャイン

牧場 438＋ 41：14．11 18．9�
（独）

713 アキノフラッシュ 牝3鹿 54
52 △菊沢 一樹穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 474＋ 41：14．95 151．7�

48 トゥモロープラン 牝3鹿 54 木幡 初也�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 414 ―1：15．32� 207．6�
816 シ ャ イ ナ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗�野 智博氏 青木 孝文 日高 原田牧場 440－201：15．93� 231．4�
59 サンテレホート 牝3鹿 54 松岡 正海 �加藤ステーブル 的場 均 小清水 千島北斗牧場 474 ―1：17．49 196．3�
35 シゲルルビー 牝3黒鹿 54

51 ▲菅原 明良森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 472＋121：17．61 222．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，463，600円 複勝： 61，576，200円 枠連： 17，532，500円
馬連： 77，527，300円 馬単： 36，650，700円 ワイド： 60，882，200円
3連複： 120，445，100円 3連単： 127，268，200円 計： 537，345，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 180円 � 310円 枠 連（2－3） 640円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 470円 �� 850円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 15，400円

票 数

単勝票数 計 354636 的中 � 80331（1番人気）
複勝票数 計 615762 的中 � 156313（1番人気）� 87581（2番人気）� 37994（7番人気）
枠連票数 計 175325 的中 （2－3） 20908（1番人気）
馬連票数 計 775273 的中 �� 61905（1番人気）
馬単票数 計 366507 的中 �� 13205（2番人気）
ワイド票数 計 608822 的中 �� 35029（2番人気）�� 17993（7番人気）�� 13029（13番人気）
3連複票数 計1204451 的中 ��� 22156（9番人気）
3連単票数 計1272682 的中 ��� 5990（15番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―12．5―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．9―47．4―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カッチョエペペ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．1．26 東京3着

2016．3．11生 牝3栗 母 ウインヴァネッサ 母母 ジュリアビコー 4戦1勝 賞金 9，250，000円
〔発走状況〕 シャイナ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンテレホート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月30日まで平地競

走に出走できない。
シゲルルビー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年6月30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。

09026 3月30日 曇 良 （31中山3）第3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

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 478－ 21：54．8 12．1�
35 オ オ ゾ ラ 牡3鹿 56 石川裕紀人平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 528－ 41：55．43� 9．7�
24 エクリリストワール 牡3栗 56 戸崎 圭太鈴木 剛史氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 530－ 4 〃 クビ 1．4�
12 セ オ リ ー 牡3青鹿56 福永 祐一藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 482－ 21：55．5� 11．2�
48 リンガスビャクヤ 牡3芦 56 田辺 裕信伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 500－ 81：55．82 9．8�
36 トラインコンパス 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也�G1レーシング 小笠 倫弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432－ 41：56．01 81．8	

611 ロサデラルス 牡3鹿 56 大野 拓弥 
サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム 492－ 61：56．31� 9．7�
47 ベルウッドヒビキ 牡3鹿 56 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 新ひだか 山口 忠彦 484＋ 21：56．5� 31．6�
714 ジ ン 牡3黒鹿56 内田 博幸田畑 勝彦氏 林 徹 浦河 笹島 政信 460＋ 41：56．82 104．4
510 サングリーンベイ 牡3栗 56 村田 一誠 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 新冠 サンローゼン B480－ 61：57．11� 54．4�
815 ナスノコウラン 牡3鹿 56 津村 明秀�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B502± 0 〃 ハナ 165．2�
59 ニシノヴォーカル 牡3青鹿56 和田 竜二西山 茂行氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 426＋ 81：57．2� 235．8�
816 カネコメヒカル 牡3栗 56 松岡 正海髙岡 義雄氏 高橋 裕 浦河 中村 雅明 466＋ 21：58．9大差 243．7�
612 ガ ル ラ バ ン 牡3鹿 56 田中 勝春 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 栄進牧場 516－ 61：59．11� 80．4�
23 サンデーレイジ 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹深見 富朗氏 伊藤 伸一 新冠 ハシモトフアーム 472± 01：59．42 558．1�
713 サノノドラゴン 牡3鹿 56 嶋田 純次佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 412± 01：59．5� 617．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，346，800円 複勝： 144，834，400円 枠連： 16，954，700円
馬連： 61，319，500円 馬単： 41，977，700円 ワイド： 49，000，300円
3連複： 89，718，600円 3連単： 152，081，400円 計： 592，233，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 180円 � 190円 � 110円 枠 連（1－3） 2，100円

馬 連 �� 4，420円 馬 単 �� 9，600円

ワ イ ド �� 930円 �� 260円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 23，730円

票 数

単勝票数 計 363468 的中 � 23942（6番人気）
複勝票数 計1448344 的中 � 59639（3番人気）� 56623（4番人気）� 1097573（1番人気）
枠連票数 計 169547 的中 （1－3） 6241（5番人気）
馬連票数 計 613195 的中 �� 10732（15番人気）
馬単票数 計 419777 的中 �� 3277（29番人気）
ワイド票数 計 490003 的中 �� 11676（12番人気）�� 54434（2番人気）�� 37433（4番人気）
3連複票数 計 897186 的中 ��� 45434（2番人気）
3連単票数 計1520814 的中 ��� 4646（73番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．9―13．0―12．3―12．3―12．7―12．9―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―37．9―50．9―1：03．2―1：15．5―1：28．2―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミツカネラクリス �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Broad Brush デビュー 2018．10．21 東京10着

2016．2．10生 牝3鹿 母 ク ロ ニ カ 母母 ラ ク リ ス 5戦1勝 賞金 7，050，000円
〔発走状況〕 ニシノヴォーカル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

サノノドラゴン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔3走成績による出走制限〕 サンデーレイジ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月30日まで平地競走に出走でき

ない。

第３回 中山競馬 第３日



09027 3月30日 曇 良 （31中山3）第3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

11 セイクリッドサン 牡3鹿 56
55 ☆武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 新冠 須崎牧場 448－ 21：12．6 2．1�

510 アイアンユウキャン 牡3鹿 56 江田 照男池上 一馬氏 本間 忍 新ひだか 原口牧場 524＋ 31：13．13 21．6�
815 サンロアノーク 牡3黒鹿56 松岡 正海 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社

ケイズ 470＋ 21：13．31 4．0�
35 � ワールドイズマイン 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子�レッドマジック金成 貴史 米 R. M. J. Sta-
bles, LLC 446－ 8 〃 クビ 13．2�

59 センジュエース 牡3黒鹿56 丸山 元気増山 武志氏 矢野 英一 新ひだか ウエスタンファーム 444＋ 41：13．4� 15．5�
48 ゴールドソックス 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 三石橋本牧場 480－101：13．5	 5．5	
714 クリュサネル 牡3芦 56 吉田 豊熊谷 貴之氏 田島 俊明 新冠 パカパカ

ファーム B508－ 81：13．6クビ 64．5

24 シバノテンショウ 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹柴 一男氏 菊沢 隆徳 新冠 パカパカ
ファーム 488－ 8 〃 クビ 98．0�

23 ハーモニーソード 牡3黒鹿56 大野 拓弥日下部勝德氏 土田 稔 平取 坂東牧場 B524＋ 2 〃 ハナ 21．0�
12 ペイトリアーキー 牝3黒鹿54 西田雄一郎ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434± 01：13．81 138．5
611 クリキンツバ 牝3栗 54 武士沢友治田頭 勇貴氏 星野 忍 日高 原田牧場 456－141：14．01
 272．8�
47 フォアシザフューチ 牡3芦 56 宮崎 北斗西森 鶴氏 中川 公成 浦河 山春牧場 454± 01：14．42� 34．9�
36 チェリーアトラス 牡3芦 56 横山 和生櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 富塚ファーム 494－ 4 〃 ハナ 21．6�
816 ダウラギリテソーロ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 浦河 辻 牧場 478－ 11：14．5� 254．2�

713 グランフェルテ 牡3栗 56 戸崎 圭太中田 和宏氏 勢司 和浩 平取 有限会社中
田牧場 472＋ 21：15．67 142．2�

612 キタノリュウジン 牡3黒鹿 56
53 ▲山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 浦河 富菜牧場 456－ 81：16．13 292．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，989，900円 複勝： 61，138，300円 枠連： 18，979，000円
馬連： 70，465，400円 馬単： 39，570，200円 ワイド： 51，398，600円
3連複： 99，602，900円 3連単： 138，974，200円 計： 521，118，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 420円 � 150円 枠 連（1－5） 840円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 900円 �� 300円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 14，110円

票 数

単勝票数 計 409899 的中 � 152775（1番人気）
複勝票数 計 611383 的中 � 231345（1番人気）� 20628（8番人気）� 93392（3番人気）
枠連票数 計 189790 的中 （1－5） 17372（3番人気）
馬連票数 計 704654 的中 �� 21597（8番人気）
馬単票数 計 395702 的中 �� 8459（12番人気）
ワイド票数 計 513986 的中 �� 13657（10番人気）�� 50456（2番人気）�� 11465（14番人気）
3連複票数 計 996029 的中 ��� 28260（7番人気）
3連単票数 計1389742 的中 ��� 7137（34番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―12．2―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．4―46．6―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイクリッドサン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Malibu Moon デビュー 2019．3．10 中山2着

2016．5．21生 牡3鹿 母 マリブウィン 母母 Sea Jamie Win 2戦1勝 賞金 7，000，000円

09028 3月30日 曇 良 （31中山3）第3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

35 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 484－ 61：55．3 2．7�
510 ドンヒューズ 牡3栗 56 福永 祐一山本又一郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 516－ 4 〃 クビ 2．1�
815 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 502－101：55．83 14．5�
611 エコロドリーム 牡3栗 56 柴田 善臣原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 470＋ 41：56．33 14．3�
11 アービルビエント 牡3青鹿 56

53 ▲山田 敬士柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 500－ 61：57．15 143．1�
36 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± 01：57．31� 36．8�
612 ナ グ ラ ー ダ 牡3芦 56 丸山 元気広尾レース	 林 徹 新ひだか 木村 秀則 468－ 41：57．93� 65．9

816 モリトシュン 牡3青鹿56 伴 啓太石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 476± 01：58．1� 273．8�
47 クリノライジン 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 486± 01：58．31� 77．4�
714 コ ル ク 牡3栗 56 丸田 恭介是枝 浩平氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 B492－ 21：58．4� 56．6
713 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 476－ 21：58．93 291．5�
23 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 388－ 41：59．43 132．0�
12 ヌーヴァエポカ 牝3黒鹿 54

51 ▲菅原 明良	G1レーシング 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 488－ 41：59．5� 290．1�
24 エムオーマックス 牡3栗 56

54 △野中悠太郎大浅 貢氏 古賀 慎明 日高 Wing Farm 508＋ 21：59．71� 120．7�
59 メリーバローズ 牝3栗 54 三浦 皇成猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 今 牧場 476－ 62：00．01� 10．4�
48 ヒ マ ワ リ 牝3鹿 54 大野 拓弥 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 518 ―2：00．74 11．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，213，600円 複勝： 55，369，100円 枠連： 16，505，300円
馬連： 68，106，500円 馬単： 38，801，100円 ワイド： 48，920，700円
3連複： 94，756，900円 3連単： 145，005，700円 計： 504，678，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 210円 枠 連（3－5） 190円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 140円 �� 510円 �� 450円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 2，890円

票 数

単勝票数 計 372136 的中 � 106409（2番人気）
複勝票数 計 553691 的中 � 124330（2番人気）� 228273（1番人気）� 32253（4番人気）
枠連票数 計 165053 的中 （3－5） 67250（1番人気）
馬連票数 計 681065 的中 �� 254384（1番人気）
馬単票数 計 388011 的中 �� 63588（2番人気）
ワイド票数 計 489207 的中 �� 130083（1番人気）�� 18740（8番人気）�� 21655（4番人気）
3連複票数 計 947569 的中 ��� 81759（3番人気）
3連単票数 計1450057 的中 ��� 36344（6番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．8―13．1―12．8―12．9―13．0―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．5―50．6―1：03．4―1：16．3―1：29．3―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．0
1
3
15，12，5（7，10）8（9，11）（1，3，14）13（2，4）6－16・（15，12）（5，10）（9，11）8，1（7，14）4（13，3，16）6－2

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

勝馬の
紹 介

ネオブレイブ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 Wild Rush デビュー 2018．10．7 東京7着

2016．3．22生 牡3栗 母 スズノメガミ 母母 Sue’s Temper 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒマワリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月30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〕 クリノライジン号・コルク号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月30日まで平地競走に

出走できない。



09029 3月30日 曇 良 （31中山3）第3日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時30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

11 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 454－ 82：02．5 2．5�
814 オセアグレイト 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎 IHR 菊川 正達 新ひだか 下屋敷牧場 486± 02：02．6� 8．4�
46 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 454－ 22：02．7� 9．6�
712 アースドラゴン 牡3鹿 56 丸山 元気松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 480± 02：02．91	 20．1�
34 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 476－ 62：03．11	 10．3�

（独）

35 ナ ミ ブ 牡3鹿 56 杉原 誠人	ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 448± 0 〃 アタマ 17．5

23 シックガニアン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ブルースターズファーム 黒岩 陽一 浦河 山田牧場 454＋ 22：03．2� 76．2�
611 ラヴィンジャー 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 424－ 22：03．3� 11．0�
22 トーセンダイキリ 牡3黒鹿56 嶋田 純次島川 哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 492＋ 22：03．93� 223．4�
815 トリックスター 牡3黒鹿56 大野 拓弥村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 488－ 2 〃 ハナ 3．3�
713 マイネルオルガノ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新ひだか 松本牧場 478－ 62：04．0クビ 249．7�
610 ショウチクバイ 牡3鹿 56 松岡 正海	ミルファーム 宗像 義忠 新冠 小泉 学 486＋ 42：04．64 122．3�
59 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 454－ 82：04．91� 281．7�
47 ケイツーランド 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士楠本 勝美氏 深山 雅史 新ひだか 田中 裕之 432－ 42：05．0� 386．0�
58 スチームパンク 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅金子真人ホール
ディングス� 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 506＋ 42：05．42� 66．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，771，800円 複勝： 63，153，800円 枠連： 17，874，400円
馬連： 78，477，500円 馬単： 39，330，200円 ワイド： 59，683，000円
3連複： 107，778，400円 3連単： 140，693，400円 計： 550，762，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 210円 � 190円 枠 連（1－8） 400円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 520円 �� 400円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 10，640円

票 数

単勝票数 計 437718 的中 � 135669（1番人気）
複勝票数 計 631538 的中 � 180386（1番人気）� 60139（4番人気）� 75836（3番人気）
枠連票数 計 178744 的中 （1－8） 34060（1番人気）
馬連票数 計 784775 的中 �� 46841（4番人気）
馬単票数 計 393302 的中 �� 14536（5番人気）
ワイド票数 計 596830 的中 �� 29703（4番人気）�� 40737（2番人気）�� 14716（13番人気）
3連複票数 計1077784 的中 ��� 29610（8番人気）
3連単票数 計1406934 的中 ��� 9585（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―37．0―49．6―1：02．7―1：14．7―1：26．8―1：38．7―1：50．3

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

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

勝馬の
紹 介

レッドサイオン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．2．11 東京3着

2016．4．17生 牡3鹿 母 レッドベルフィーユ 母母 マ ン ダ ラ ラ 3戦1勝 賞金 7，800，000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。

09030 3月30日 曇 良 （31中山3）第3日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時00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
1：08．7
1：08．7

重
重

48 ナ ス ノ ダ ケ 牡3栗 56 川田 将雅�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 504－ 61：11．3 3．5�

24 オルダージュ 牡3黒鹿56 石橋 脩 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 468－ 6 〃 クビ 8．7�

36 メールデゾレ 牝3栗 54
53 ☆武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 450± 01：11．4� 5．1�

816 ザディファレンス 牡3栗 56
54 △野中悠太郎石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 芳住 鉄兵 470－101：11．5� 9．2�

11 サーストンバーラム 牡3栗 56
54 △菊沢 一樹齊藤 宣勝氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458＋ 2 〃 ハナ 51．9	

35 ナランフレグ 牡3栗 56 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 464＋ 21：11．6クビ 5．3

611 ニシノコトダマ 牡3栗 56 戸崎 圭太西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 ガーベラパー

クスタツド 508± 01：12．02� 4．4�
510 シゲルスピネル 牝3栗 54 江田 照男森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム 448＋ 21：12．31� 33．4�
12 サリーバランセ 牝3栗 54 津村 明秀黒須不二男氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 456－10 〃 クビ 26．7
47 エ ル ピ ド 牡3青鹿56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 464－ 81：12．51	 207．2�
815 マイネルバトゥータ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 築紫 洋 490＋301：12．71	 42．5�
713 ゲンパチシャドウ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 勝春 454－ 9 〃 クビ 200．2�
714 シゲルアコヤガイ 牝3芦 54 横山 和生森中 蕃氏 水野 貴広 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 422－ 41：13．02 235．6�
59 ニシノフルバンク 牡3栗 56

53 ▲菅原 明良西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 藤巻 則弘 B500± 01：13．42� 181．2�
23 カシノウィング 牡3鹿 56 原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 488－ 21：13．5クビ 413．1�
612 ヒ ス ト リ コ 牝3鹿 54 大野 拓弥山口 敦広氏 土田 稔 新冠 山岡ファーム 418＋121：13．92� 148．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，565，400円 複勝： 70，164，800円 枠連： 20，866，800円
馬連： 88，770，500円 馬単： 39，819，600円 ワイド： 65，218，300円
3連複： 128，382，800円 3連単： 150，531，100円 計： 611，319，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 220円 � 180円 枠 連（2－4） 1，510円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 460円 �� 360円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 9，670円

票 数

単勝票数 計 475654 的中 � 107897（1番人気）
複勝票数 計 701648 的中 � 146175（1番人気）� 70064（5番人気）� 99561（4番人気）
枠連票数 計 208668 的中 （2－4） 10709（6番人気）
馬連票数 計 887705 的中 �� 49270（6番人気）
馬単票数 計 398196 的中 �� 13560（6番人気）
ワイド票数 計 652183 的中 �� 36399（5番人気）�� 48678（2番人気）�� 24225（8番人気）
3連複票数 計1283828 的中 ��� 50752（4番人気）
3連単票数 計1505311 的中 ��� 11279（17番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．9―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―45．9―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナ ス ノ ダ ケ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Hard Spun デビュー 2018．12．16 中山3着

2016．4．7生 牡3栗 母 フリスコベイ 母母 Frisco Belle 4戦2勝 賞金 15，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アンビル号・イベリスリーフ号・カーンテソーロ号・スマートマルシェ号・ディレット号・パイロジェン号・

プロトイチバンボシ号・ペイシャリルキス号・ワイメアバレイ号



09031 3月30日 曇 良 （31中山3）第3日 第7競走 ��
��1，800�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 925，000
925，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

22 シャムロック 牡5栗 57 石橋 脩諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 498－ 41：55．4 4．9�
56 テイエムソレイユ 牝4鹿 55 三浦 皇成竹園 正繼氏 安田 翔伍 新冠 ムラカミファーム B496＋ 61：55．61� 2．8�
33 	 マイネルストラトス 牡5黒鹿57 丸山 元気杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 498＋ 4 〃 ハナ 12．8�
68 ジェイエルノブレス 牝4鹿 55 田辺 裕信橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 450＋ 4 〃 アタマ 95．6�
69 トーセンヴィータ 牡4青鹿57 内田 博幸島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム B544＋ 6 〃 同着 4．0�
812 レセディラローナ 牝4鹿 55 丸田 恭介	下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 514＋ 41：55．81
 8．5

813 クインズウィンダム �5鹿 57 柴山 雄一亀田 和弘氏 奥平 雅士 新冠 隆栄牧場 548＋ 41：56．43� 8．1�
710 ニシノベイオウルフ 牡4黒鹿 57

55 △菊沢 一樹西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 496＋ 81：56．5� 141．9�
44 ネ コ マ ヒ カ 牡4栗 57

54 ▲山田 敬士桐谷 敏子氏 星野 忍 新ひだか 原 弘之 520＋ 81：56．92 30．9
57 �	 ビジューブランシュ 牝5芦 55 武士沢友治広尾レース� 深山 雅史 米 Dapple

Bloodstock 476＋181：57．32� 137．9�
711� ラスエモーショネス 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子野嶋 祥二氏 田村 康仁 愛 M. Phelan 466－ 51：57．4� 42．1�
45 � ホクリュウオウ 牡4青鹿57 戸崎 圭太北尾 龍典氏 森 秀行 米 Maccabee

Farms, LLC 470－ 61：57．61� 48．7�
11 ミスレジェンド 牝5黒鹿 55

53 △野中悠太郎 	フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 460－101：57．91 31．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 39，342，800円 複勝： 48，665，500円 枠連： 17，697，900円
馬連： 74，871，100円 馬単： 35，674，000円 ワイド： 52，815，700円
3連複： 101，547，600円 3連単： 139，198，800円 計： 509，813，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 140円 � 250円 枠 連（2－5） 840円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 320円 �� 700円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 9，800円

票 数

単勝票数 計 393428 的中 � 63557（3番人気）
複勝票数 計 486655 的中 � 71257（3番人気）� 113095（1番人気）� 39797（6番人気）
枠連票数 計 176979 的中 （2－5） 16286（4番人気）
馬連票数 計 748711 的中 �� 68639（2番人気）
馬単票数 計 356740 的中 �� 15073（4番人気）
ワイド票数 計 528157 的中 �� 46069（2番人気）�� 18252（11番人気）�� 22881（6番人気）
3連複票数 計1015476 的中 ��� 33174（7番人気）
3連単票数 計1391988 的中 ��� 10297（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．5―39．1―52．3―1：05．0―1：17．1―1：29．5―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シャムロック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Galileo デビュー 2017．1．21 中山1着

2014．3．16生 牡5栗 母 ホットレッグス 母母 アクセラレイション 11戦3勝 賞金 28，550，000円

09032 3月30日 曇 良 （31中山3）第3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

713� レ イ デ マ ー 牡4黒鹿 57
54 ▲山田 敬士戸佐 眞弓氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 498± 01：11．3 51．0�

815 ゴールドクロス 牡4鹿 57 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 486＋ 41：11．61� 3．6�
611 サトノユニゾン �4鹿 57 松山 弘平 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 新ひだか グランド牧場 496± 01：11．81	 6．8�
59 オレノマニラ 牡4栗 57 柴田 善臣諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 436－ 6 〃 アタマ 81．2�
22 ヤマニンリュシオル 牝4芦 55 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 472－101：11．9
 154．6�
58 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 510－ 61：12．0� 5．2	
23 オ ー ル デ ン 牡5鹿 57 戸崎 圭太金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 454－ 21：12．1� 8．4

46 トウショウデュエル 牡7栗 57

54 ▲菅原 明良トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B536＋ 61：12．31 47．0�
610 レ ノ カ ズ マ 牡4鹿 57 石川裕紀人合同会社雅苑興業 稲垣 幸雄 浦河 バンブー牧場 490＋201：12．51	 133．7�
34 シルバーストーン 牡5芦 57 三浦 皇成峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 508± 0 〃 ハナ 4．3
35 � ウエスタンボルト �6鹿 57 田中 勝春西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 478－ 21：12．81� 52．6�
11 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 492＋ 41：13．01 33．7�
712� ヌンジュリエット 牝5黒鹿55 勝浦 正樹ヌンクラブ� 清水 英克 日高 ナカノファーム 488＋ 2 〃 クビ 173．7�
47 ナリノメジャー 牝5栗 55 F．ミナリク成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B494＋ 61：13．1
 7．4�
（独）

814 サノノタテヤマ 牡4鹿 57 大野 拓弥佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 478＋221：13．31
 24．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，213，400円 複勝： 61，948，500円 枠連： 19，915，600円
馬連： 98，652，300円 馬単： 40，877，800円 ワイド： 63，646，300円
3連複： 125，225，000円 3連単： 155，485，200円 計： 604，964，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，100円 複 勝 � 950円 � 170円 � 240円 枠 連（7－8） 4，400円

馬 連 �� 12，590円 馬 単 �� 36，490円

ワ イ ド �� 3，640円 �� 5，210円 �� 750円

3 連 複 ��� 25，200円 3 連 単 ��� 227，730円

票 数

単勝票数 計 392134 的中 � 6145（10番人気）
複勝票数 計 619485 的中 � 12940（9番人気）� 113231（2番人気）� 69533（5番人気）
枠連票数 計 199156 的中 （7－8） 3501（17番人気）
馬連票数 計 986523 的中 �� 6072（30番人気）
馬単票数 計 408778 的中 �� 840（81番人気）
ワイド票数 計 636463 的中 �� 4390（33番人気）�� 3044（45番人気）�� 23222（10番人気）
3連複票数 計1252250 的中 ��� 3726（74番人気）
3連単票数 計1554852 的中 ��� 495（531番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―11．9―11．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．3―46．2―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レ イ デ マ ー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン

2015．4．15生 牡4黒鹿 母 レッドサーガ 母母 プラウドビューティー 9戦1勝 賞金 9，500，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔その他〕 ナリノメジャー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ナリノメジャー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年4月30日まで出走できない。
※出走取消馬 エターナルフレイム号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アースヴィグラス号・シャイニングボルト号
（非抽選馬） 3頭 セイウンデルレイ号・フクノヴァランス号・ユアザスター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



09033 3月30日 曇 良 （31中山3）第3日 第9競走 ��
��2，200�

や ま ぶ き

山 吹 賞
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

33 カウディーリョ 牡3黒鹿56 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 444＋202：14．4 6．4�
44 マコトジュズマル 牡3栗 56 川田 将雅�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 クビ 4．1�
22 バラックパリンカ 牡3黒鹿56 和田 竜二 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 434－ 22：14．61� 10．4�
11 ス マ イ ル 牡3鹿 56 F．ミナリク石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 524－ 22：14．7クビ 2．4�

（独）

88 ペルソナデザイン 牡3鹿 56 大野 拓弥�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 474－ 42：15．12	 7．4	
77 ツクバソヴァール 牡3黒鹿56 丹内 祐次細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 468－ 42：15．31 20．7

66 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 484－ 22：15．51� 7．9�
55 ミトノマルーン 牡3黒鹿56 松山 弘平ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 490＋ 8 〃 アタマ 21．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 56，563，000円 複勝： 54，907，300円 枠連： 発売なし
馬連： 101，019，300円 馬単： 46，915，600円 ワイド： 54，894，600円
3連複： 106，499，800円 3連単： 201，997，300円 計： 622，796，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 200円 � 150円 � 260円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 480円 �� 790円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 16，300円

票 数

単勝票数 計 565630 的中 � 69705（3番人気）
複勝票数 計 549073 的中 � 67734（4番人気）� 109288（2番人気）� 46488（6番人気）
馬連票数 計1010193 的中 �� 54378（7番人気）
馬単票数 計 469156 的中 �� 11867（11番人気）
ワイド票数 計 548946 的中 �� 30443（6番人気）�� 17037（11番人気）�� 27096（8番人気）
3連複票数 計1064998 的中 ��� 29985（10番人気）
3連単票数 計2019973 的中 ��� 8983（61番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．8―12．5―12．6―12．9―12．6―12．1―11．4―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．0―36．8―49．3―1：01．9―1：14．8―1：27．4―1：39．5―1：50．9―2：02．2

コーナー
通過順位

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

2
4
6－5－（2，7）8－4－3，1
4，6（5，8，3）2（7，1）

勝馬の
紹 介

カウディーリョ 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．8．19 札幌1着

2016．3．8生 牡3黒鹿 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 3戦2勝 賞金 17，217，000円
※出走取消馬 キタノインパクト号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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。

09034 3月30日 曇 良 （31中山3）第3日 第10競走 ��
��1，200�千 葉 日 報 杯

発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

千葉日報杯（1着）
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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

66 カッパツハッチ 牝4鹿 55 丸山 元気�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 474＋ 61：08．4 2．5�
44 ショウナンマッシブ 牡5鹿 57 三浦 皇成国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 474－ 41：08．61� 6．8�
33 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 458＋ 2 〃 ハナ 3．4�
89 イサチルルンルン 牝4鹿 55 松岡 正海小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 B454＋ 6 〃 クビ 60．2�
77 ミトノアミーゴ 牡4栗 57 福永 祐一ロイヤルパーク 武 英智 浦河 ディアレスト

クラブ 460－ 4 〃 ハナ 10．1�
11 シンデレラメイク 牝4栗 55 川田 将雅田島 政光氏 	島 一歩 日高 モリナガファーム 484－ 41：08．7クビ 4．9	
88 ビヨンジオール 牡7鹿 57 F．ミナリク林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 522－ 21：08．8
 30．6


（独）

55 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± 01：08．9� 25．6�

22 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 466－ 41：09．11� 35．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 55，423，500円 複勝： 58，839，700円 枠連： 17，094，600円
馬連： 117，927，400円 馬単： 57，069，300円 ワイド： 65，453，000円
3連複： 134，362，700円 3連単： 253，311，800円 計： 759，482，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 150円 � 120円 枠 連（4－6） 860円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 330円 �� 160円 �� 330円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 3，620円

票 数

単勝票数 計 554235 的中 � 175538（1番人気）
複勝票数 計 588397 的中 � 159790（1番人気）� 75234（4番人気）� 136741（2番人気）
枠連票数 計 170946 的中 （4－6） 15327（3番人気）
馬連票数 計1179274 的中 �� 99051（3番人気）
馬単票数 計 570693 的中 �� 28842（4番人気）
ワイド票数 計 654530 的中 �� 44549（4番人気）�� 128506（1番人気）�� 43267（5番人気）
3連複票数 計1343627 的中 ��� 145607（2番人気）
3連単票数 計2533118 的中 ��� 50596（7番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．5―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．2―45．7―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．2
3 6，4，1（3，5）（2，7）9－8 4 6，4（3，1）（7，5）（2，9）8

勝馬の
紹 介

カッパツハッチ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．9．30 中山2着

2015．5．12生 牝4鹿 母 メイショウユウゼン 母母 ローマステーション 9戦3勝 賞金 41，550，000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。



09035 3月30日 曇 良 （31中山3）第3日 第11競走 ��
��1，600�第51回ダービー卿チャレンジトロフィー（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，30．3．31以降31．3．24まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

ダービー卿チャレンジトロフィー（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

12 � フィアーノロマーノ 牡5鹿 55 川田 将雅吉田 和美氏 高野 友和 豪 Kia Ora Stud 540－ 41：31．7 6．0�
612 プリモシーン 牝4青鹿55 福永 祐一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 クビ 7．1�
713 マイスタイル 牡5鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 454－ 2 〃 ハナ 13．6�
714 ダイアトニック 牡4鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 474± 01：31．91� 10．2�
35 ギ ベ オ ン 牡4鹿 57．5 蛯名 正義 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 500－ 41：32．0	 7．2�
510 ロードクエスト 牡6鹿 57 三浦 皇成 	ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 466＋ 41：32．1クビ 13．1

24 ド ー ヴ ァ ー 牡6栗 56 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506± 0 〃 クビ 5．2�
36 ヒーズインラブ 牡6鹿 56．5 F．ミナリク �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 528－ 81：32．2
 15．3�

（独）

48 ダイワキャグニー 牡5黒鹿57 石橋 脩大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B506＋ 6 〃 クビ 14．0
47 ハクサンルドルフ 牡6黒鹿55 内田 博幸河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 468－ 81：32．41 82．3�
611 カ ツ ジ 牡4鹿 57 松山 弘平 	カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 490± 01：32．61� 14．6�
816 キャプテンペリー �6栗 55 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 504± 01：32．81� 36．6�
815 エイシンティンクル 牝6芦 53 和田 竜二	栄進堂 上村 洋行 新ひだか 木田牧場 488－121：32．9
 27．2�
23 マルターズアポジー 牡7鹿 57 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 530－ 41：33．0	 18．8�
59 ヤングマンパワー 牡7黒鹿56 戸崎 圭太星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 530＋ 21：33．1クビ 118．6�
11 ジョーストリクトリ 牡5鹿 56 柴田 善臣上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 510＋ 61：33．2
 35．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 180，458，800円 複勝： 260，143，400円 枠連： 112，487，600円
馬連： 565，916，500円 馬単： 186，705，700円 ワイド： 368，166，800円
3連複： 1，008，396，900円 3連単： 1，086，036，600円 計： 3，768，312，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 250円 � 260円 � 400円 枠 連（1－6） 1，390円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 4，550円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 2，040円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 13，120円 3 連 単 ��� 59，280円

票 数

単勝票数 計1804588 的中 � 236801（2番人気）
複勝票数 計2601434 的中 � 291743（2番人気）� 271929（3番人気）� 154646（9番人気）
枠連票数 計1124876 的中 （1－6） 62551（5番人気）
馬連票数 計5659165 的中 �� 186409（3番人気）
馬単票数 計1867057 的中 �� 30760（7番人気）
ワイド票数 計3681668 的中 �� 84483（6番人気）�� 45950（30番人気）�� 51522（20番人気）
3連複票数 計10083969 的中 ��� 57641（30番人気）
3連単票数 計10860366 的中 ��� 13282（109番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．0―11．2―11．4―11．4―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．9―33．9―45．1―56．5―1：07．9―1：19．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

�フィアーノロマーノ �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Lion Heart デビュー 2017．1．28 京都1着

2014．8．21生 牡5鹿 母 Heart Ashley 母母 Pretty ’n Smart 11戦6勝 賞金 113，303，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ショウナンライズ号
（非抽選馬） 5頭 ウインファビラス号・キョウヘイ号・ゴールドサーベラス号・ストーミーシー号・ミュゼエイリアン号
※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。

09036 3月30日 曇 良 （31中山3）第3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

612 ロードアクシス 牡4黒鹿57 和田 竜二 �ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 468± 01：53．2 18．1�
713 スペルマロン �5栗 57 内田 博幸西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 506＋ 21：53．41	 28．9�
816 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± 01：53．71
 1．8�
611 トミケンボハテル 牡5芦 57 三浦 皇成冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム B494－ 4 〃 アタマ 4．5�
510 ハ シ カ ミ 牡6青鹿57 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 482＋ 81：53．8クビ 184．7�
36 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 476－ 21：54．01	 38．5	
23 ウォーターシャウト 牡6青鹿57 丸田 恭介山岡 良一氏 安田 翔伍 新ひだか タイヘイ牧場 490－ 21：54．1クビ 47．0

47 ハルカノテソーロ 牡5鹿 57

56 ☆武藤 雅了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 服部 健太郎 520＋ 21：54．31� 25．2�

11 キングズラッシュ 牡5鹿 57 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 524－181：54．4	 14．4�
35 デルマカルヴァドス 牡4鹿 57

55 △野中悠太郎浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 498＋ 41：54．5
 52．1
59 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 B498＋ 21：55．03 23．3�
24 スペリオルシチー 牡5鹿 57 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 476－ 21：55．1クビ 10．2�
815 エリーフェアリー 牝8鹿 55 丹内 祐次谷川 正純氏 天間 昭一 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B500－ 21：55．42 428．5�
12 � エンパイアステート �6鹿 57 嘉藤 貴行ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B514＋141：55．5クビ 36．1�
48 エヴィエイション 牡4青鹿57 F．ミナリクゴドルフィン 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 41：57．110 71．6�
（独）

714 ポルトドレーヴ �6鹿 57
54 ▲藤田菜七子村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B474＋ 21：57．63 31．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 82，817，900円 複勝： 179，833，500円 枠連： 49，462，800円
馬連： 195，559，500円 馬単： 102，054，400円 ワイド： 138，039，500円
3連複： 294，759，400円 3連単： 434，223，300円 計： 1，476，750，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 410円 � 530円 � 110円 枠 連（6－7） 3，540円

馬 連 �� 15，430円 馬 単 �� 29，060円

ワ イ ド �� 3，680円 �� 700円 �� 930円

3 連 複 ��� 8，420円 3 連 単 ��� 104，690円

票 数

単勝票数 計 828179 的中 � 36437（5番人気）
複勝票数 計1798335 的中 � 55393（7番人気）� 40542（8番人気）� 1016024（1番人気）
枠連票数 計 494628 的中 （6－7） 10828（13番人気）
馬連票数 計1955595 的中 �� 9818（36番人気）
馬単票数 計1020544 的中 �� 2633（62番人気）
ワイド票数 計1380395 的中 �� 9170（38番人気）�� 52479（4番人気）�� 38738（7番人気）
3連複票数 計2947594 的中 ��� 26228（27番人気）
3連単票数 計4342233 的中 ��� 3007（292番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―13．0―12．7―12．1―12．2―12．4―12．7―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―37．4―50．1―1：02．2―1：14．4―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4F51．0―3F38．8
1
3
11（12，13）（8，16）（4，5，15）（1，6，9，14）－2，7，3，10・（11，12）13（8，15，16）（1，6，5，2）4（3，9）7，10，14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロードアクシス �
�
父 ブレイクランアウト �

�
母父 Arch デビュー 2017．10．7 京都6着

2015．3．21生 牡4黒鹿 母 エ ニ ー デ イ 母母 ゴールドデイ 15戦3勝 賞金 37，469，000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3日 3月30日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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

233，170，000円
19，090，000円
1，420，000円
27，620，000円
68，790，500円
4，744，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
695，170，500円
1，120，574，500円
325，371，200円
1，598，612，800円
705，446，300円
1，078，119，000円
2，411，476，100円
3，124，807，000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 11，059，577，400円

総入場人員 17，928名 （有料入場人員 16，503名）
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