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06073 3月18日 雨 重 （5中山2） 第7日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．4
1：08．4

不良
不良

48 リトルウインディー 牝3鹿 54 三浦 皇成宮田 守氏 稲垣 幸雄 新ひだか 本桐牧場 478－ 41：11．8 3．7�
816 オリビアジュテーム 牝3鹿 54 江田 照男�髙昭牧場 西田雄一郎 浦河 高昭牧場 434＋ 21：12．22� 15．2�
713 ビップナージャ 牝3鹿 54 菊沢 一樹鈴木 邦英氏 高柳 瑞樹 浦河 中村 雅明 422－ 41：12．3� 15．0�
12 ハニーベリー 牝3黒鹿54 木幡 初也�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 434 ―1：12．4� 66．2�
23 リリージェーン 牝3鹿 54 戸崎 圭太馬目 時宗氏 小手川 準 浦河 川越ファーム 422＋ 21：12．5� 1．6�
714 ラ ル ミ ナ 牝3青鹿54 丹内 祐次ディアレストクラブ	 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 440＋ 41：13．24 226．6

611 サツキフラッシュ 牝3青鹿 54

51 ▲石田 拓郎小野 博郷氏 新開 幸一 浦河 カケハムポニークラブ 442－14 〃 クビ 56．9�
510 ランドオブラヴ 牝3鹿 54 横山 武史広尾レース	 蛯名 正義 新ひだか 木村 秀則 432± 01：13．3クビ 7．4�
47 ロイヤルワラント 牝3鹿 54

52 △小林 脩斗吉田 千津氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 412＋ 41：13．62 411．1
612 サウザンセーラ 牝3鹿 54 丸田 恭介尾中 直也氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 446 ―1：13．7クビ 55．3�
36 トゥインクルナイト 牝3鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 シンユウフアーム 438 ―1：13．91 325．6�
24 マ テ キ 牝3鹿 54

53 ☆永野 猛蔵 KAJIMOTOホー
ルディングス	 萱野 浩二 新冠 北星村田牧場 388－10 〃 クビ 169．6�

11 ピオニーシャルム 牝3栗 54 石川裕紀人ウエスト．フォレスト．
ステイブル	 高橋 裕 新ひだか 田中 裕之 B520＋121：14．32� 30．4�

815 アイガイッパイ 牝3黒鹿 54
50 ★小林 美駒藤井 謙氏 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 492 ― 〃 クビ 61．4�

59 サンドロップ 牝3鹿 54 松岡 正海田畑 利彦氏 伊藤 伸一 新ひだか 片岡 博 470 ―1：15．910 285．7�
（15頭）

35 カントリーマダム 牝3鹿 54 井上 敏樹吉田 勝利氏 天間 昭一 新冠 今野 活博 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 37，367，700円 複勝： 108，240，700円 枠連： 9，640，000円
馬連： 50，106，200円 馬単： 28，938，200円 ワイド： 49，334，100円
3連複： 83，623，600円 3連単： 116，055，400円 計： 483，305，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 280円 � 750円 � 600円 枠 連（4－8） 2，760円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 5，120円

ワ イ ド �� 700円 �� 430円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 5，180円 3 連 単 ��� 23，040円

票 数

単勝票数 計 373677 的中 � 79844（2番人気）
複勝票数 計1082407 的中 � 117941（2番人気）� 34770（5番人気）� 44608（4番人気）
枠連票数 計 96400 的中 （4－8） 2704（9番人気）
馬連票数 計 501062 的中 �� 13812（8番人気）
馬単票数 計 289382 的中 �� 4237（13番人気）
ワイド票数 計 493341 的中 �� 17999（7番人気）�� 31121（4番人気）�� 8408（11番人気）
3連複票数 計 836236 的中 ��� 12089（14番人気）
3連単票数 計1160554 的中 ��� 3651（59番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．5―12．2―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．5―46．7―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リトルウインディー �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．12．18 中山3着

2020．2．18生 牝3鹿 母 ラフィエスタ 母母 ライクザウインド 5戦1勝 賞金 11，730，000円
〔出走取消〕 カントリーマダム号は，事故〔厩舎従業員春闘〕のため出走取消。
〔制裁〕 トゥインクルナイト号の騎手岩部純二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）

オリビアジュテーム号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金70，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンドロップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月18日まで平地競走に

出走できない。

06074 3月18日 雨 重 （5中山2） 第7日 第2競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走10時35分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

59 レイズカイザー 牡3鹿 56 田辺 裕信吉井 盛治氏 田村 康仁 浦河 梅田牧場 518＋ 21：54．1 1．2�
612 コルサファターレ 牡3芦 56 C．ルメール �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 506－ 81：54．52� 4．0�
36 バルフォアテソーロ 牡3黒鹿 56

54 △原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 高橋 修 484＋ 21：55．24 36．7�

714� コレクテイニア 牡3鹿 56 吉田 豊�G1レーシング 戸田 博文 米 Shadai Cor-
poration 474－ 21：55．3� 22．4�

12 ショウナンガロ 牡3青鹿56 内田 博幸国本 哲秀氏 武市 康男 新冠 大栄牧場 B492－ 2 〃 アタマ 27．9	
24 ミエノサンダー 牡3鹿 56 丸田 恭介里見美惠子氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 486 ― 〃 クビ 154．6

35 ナイトフォールサン 牡3黒鹿 56

54 △横山 琉人星野 祐介氏 相沢 郁 新ひだか 前川 勝春 452＋ 41：55．51 113．5�
11 � モダナイズクィーン 牝3栗 54 横山 武史小田 吉男氏 武井 亮 米 Grantley

Acres 472－ 2 〃 ハナ 32．8�
611 マウンテンエース 牡3栗 56

52 ★小林 美駒西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 460± 01：55．92� 187．3
48 セイルアウェイ 牡3鹿 56 大野 拓弥スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 築紫 洋 424－101：56．0� 140．9�
815 ケイアイインダラ 牡3鹿 56 木幡 巧也亀田 和弘氏 上原 博之 平取 有限会社中

田牧場 468－ 61：56．21	 258．0�
47 メタルメタリカ 牡3鹿 56 津村 明秀千明牧場 斎藤 誠 日高 千明牧場 458－ 81：56．51
 66．0�
816 ベルボールドナイン 牡3鹿 56 菊沢 一樹宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 熊本 本田 土寿 470＋ 41：56．6� 76．6�
510 カフェカズショコラ 牡3鹿 56 柴田 大知西川 恭子氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 516 ― 〃 クビ 254．1�
23 カ ー ム リ ー 牡3栗 56 武藤 雅吉田 和美氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 484 ―1：59．7大差 274．1�
713 ニットウアイアン 牡3黒鹿 56

54 △小林 凌大藤井 謙氏 鈴木 伸尋 新ひだか 沖田 忠幸 468± 02：00．76 700．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，220，800円 複勝： 170，216，700円 枠連： 12，629，700円
馬連： 51，783，900円 馬単： 35，138，100円 ワイド： 50，887，200円
3連複： 81，957，100円 3連単： 125，194，000円 計： 570，027，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 110円 � 220円 枠 連（5－6） 180円

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 250円

ワ イ ド �� 130円 �� 360円 �� 740円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 1，900円

票 数

単勝票数 計 422208 的中 � 268270（1番人気）
複勝票数 計1702167 的中 � 1399066（1番人気）� 109899（2番人気）� 30240（5番人気）
枠連票数 計 126297 的中 （5－6） 53665（1番人気）
馬連票数 計 517839 的中 �� 223804（1番人気）
馬単票数 計 351381 的中 �� 101529（1番人気）
ワイド票数 計 508872 的中 �� 136638（1番人気）�� 29566（4番人気）�� 12753（10番人気）
3連複票数 計 819571 的中 ��� 69286（3番人気）
3連単票数 計1251940 的中 ��� 47573（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．3―38．5―52．0―1：04．6―1：16．8―1：29．3―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レイズカイザー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2022．10．16 東京4着

2020．4．24生 牡3鹿 母 バイカターキン 母母 ア ブ ラ シ オ 5戦1勝 賞金 13，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カームリー号・ニットウアイアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月18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〕 ベルボールドナイン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月18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 サトノロワ号
（非抽選馬） 1頭 アニマルキリシマ号

第２回 中山競馬 第７日



06075 3月18日 雨 重 （5中山2） 第7日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．4
1：08．4

不良
不良

611 カサブランカキッド 牡3栗 56 横山 武史山本 雅道氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 512－ 61：12．0 2．4�
713 マローディープ �3栗 56 北村 宏司 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B498－ 2 〃 ハナ 17．3�
35 キイロノトマト 牝3栗 54 山田 敬士江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 444＋141：12．1クビ 86．7�
815 シズカノウミ 牝3栗 54 田中 勝春プレミアムレースホース 松山 将樹 平取 オークツリー

ファーム 446＋ 21：12．2� 15．9�
36 ヤマニンファシオ 牡3鹿 56 伊藤 工真土井 肇氏 村田 一誠 浦河 廣田 光夫 B452－ 2 〃 クビ 102．9�
24 ハ ブ ル 牡3鹿 56 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 488± 01：12．62 2．2	
816 ワクワクドキドキ 牡3鹿 56

54 △小林 脩斗 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 428 ―1：12．81� 85．8

612 ロジブライアン 牡3鹿 56 内田 博幸久米田正明氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 512－ 81：12．9� 12．6�
48 ペインティトブルー 牝3青鹿54 木幡 初也�GET NEXT 武市 康男 新冠 須崎牧場 436－ 21：13．1� 51．2
47 クウレイナニ 牝3栗 54 吉田 豊小林 由明氏 田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 450± 0 〃 クビ 32．3�
59 マ キ バ シ ラ 牝3青鹿54 大野 拓弥植村 仁氏 浅野洋一郎 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 464＋181：13．31� 67．6�
11 コウテツレディー 牝3栗 54

50 ★小林 美駒佐藤 守宏氏 斎藤 誠 新ひだか タイヘイ牧場 404－141：13．83 57．9�
12 ショーウェイコ 牝3鹿 54 津村 明秀吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 畠山牧場 496－ 61：13．9� 109．8�
23 ジンジャーパン 牡3栗 56

55 ☆永野 猛蔵是枝 浩平氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 434－ 41：14．96 122．2�
510 フェリスクララ 牝3栗 54 田辺 裕信ディアレストクラブ� 菊川 正達 日高 豊洋牧場 442－101：15．0� 19．0�
714 キ ュ ム ラ ス 牝3鹿 54 石川裕紀人吉田 和美氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 424＋161：16．610 83．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，207，000円 複勝： 49，380，900円 枠連： 12，059，100円
馬連： 57，997，900円 馬単： 27，640，500円 ワイド： 58，192，600円
3連複： 88，955，700円 3連単： 103，816，000円 計： 435，249，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 530円 � 1，140円 枠 連（6－7） 1，360円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，660円 �� 12，160円

3 連 複 ��� 23，130円 3 連 単 ��� 73，070円

票 数

単勝票数 計 372070 的中 � 122556（2番人気）
複勝票数 計 493809 的中 � 140556（2番人気）� 19127（7番人気）� 8199（10番人気）
枠連票数 計 120591 的中 （6－7） 6836（4番人気）
馬連票数 計 579979 的中 �� 22822（6番人気）
馬単票数 計 276405 的中 �� 6475（7番人気）
ワイド票数 計 581926 的中 �� 17607（7番人気）�� 9038（14番人気）�� 1184（69番人気）
3連複票数 計 889557 的中 ��� 2884（56番人気）
3連単票数 計1038160 的中 ��� 1030（171番人気）

ハロンタイム 11．6―10．5―11．3―12．3―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．1―33．4―45．7―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カサブランカキッド �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2023．1．7 中山3着

2020．3．3生 牡3栗 母 ビーチパラソル 母母 ビーチフラッグ 3戦1勝 賞金 7，650，000円
〔制裁〕 シズカノウミ号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キュムラス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月18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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヒロノサクセス号
（非抽選馬） 3頭 シェイクオンイット号・シャインルピナス号・チキチキチータ号

06076 3月18日 小雨 稍重 （5中山2） 第7日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

48 アサカラキング 牡3鹿 56 石川裕紀人山口 雄司氏 斎藤 誠 新冠 協和牧場 516± 02：02．8 2．4�
23 ウインレイアー 牝3黒鹿54 M．デムーロ�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 444＋ 42：03．43� 10．7�
510 エ リ ダ ヌ ス 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 22：03．72 15．6�
36 ヴァイルマティ 牝3青鹿54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 22：04．12 7．8�
47 コチョウラン 牝3黒鹿54 田辺 裕信�キーファーズ 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 462 ―2：04．2� 60．1	
714 ガールズレジェンド 牝3黒鹿54 横山 武史�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 458＋ 42：04．4� 3．8

12 シロノクミキョク 牝3芦 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 荻伏三好フ

アーム 430－ 82：04．72 22．6�
11 デオヴォレンティ 牝3青 54

52 △小林 凌大岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 62：05．23 260．4�
59 アイラブユー 牝3黒鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 蛯名 利弘 日高 三輪牧場 422－ 6 〃 ハナ 710．6
35 マテンロウカノン 牝3鹿 54 横山 和生寺田千代乃氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 448＋ 42：05．41� 37．5�
24 グラニットピーク 牡3栗 56 C．ルメール �シルクレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 508＋14 〃 アタマ 6．1�
611 コスモオピニオン 牡3鹿 56 木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 日高 荒井ファーム 484－ 22：05．93 90．0�
818 トーセンカタリーナ 牝3栗 54 吉田 豊島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ

スティファーム 444－ 42：06．54 63．2�
715 モーニングビーチ 牡3黒鹿 56

55 ☆永野 猛蔵 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 434 ―2：07．02� 448．6�
612 ロッカバラード 牡3鹿 56

54 △原 優介岡田 牧雄氏 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 450－ 82：07．1� 298．4�
816 ラ ブ ヒ カ リ 牝3鹿 54 杉原 誠人増田 陽一氏 嘉藤 貴行 浦河 佐々木 恵一 410 ―2：07．63 372．8�
817 シバノナスタチウム 牝3鹿 54

51 ▲佐藤 翔馬柴 一男氏 小手川 準 新冠トモファーム 400＋ 12：08．02� 797．1�
713 ハワイアンブルー 牡3栗 56 内田 博幸青芝商事� 小笠 倫弘 新ひだか 三木田牧場 508 ―2：13．5大差 352．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 49，125，400円 複勝： 66，030，300円 枠連： 14，477，900円
馬連： 68，638，900円 馬単： 29，090，200円 ワイド： 72，501，100円
3連複： 104，924，200円 3連単： 111，505，700円 計： 516，293，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 240円 � 330円 枠 連（2－4） 520円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 600円 �� 760円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 5，350円 3 連 単 ��� 16，660円

票 数

単勝票数 計 491254 的中 � 162838（1番人気）
複勝票数 計 660303 的中 � 175059（1番人気）� 62318（5番人気）� 40591（6番人気）
枠連票数 計 144779 的中 （2－4） 21368（1番人気）
馬連票数 計 686389 的中 �� 35681（5番人気）
馬単票数 計 290902 的中 �� 10192（6番人気）
ワイド票数 計 725011 的中 �� 32011（8番人気）�� 24588（10番人気）�� 10747（17番人気）
3連複票数 計1049242 的中 ��� 14687（17番人気）
3連単票数 計1115057 的中 ��� 4850（54番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．1―12．5―12．3―12．3―12．5―12．2―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―35．7―48．2―1：00．5―1：12．8―1：25．3―1：37．5―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．5
1
3

8－12，3，4（5，10，14）18，11，6，2，16，15，17，1－7－9＝13
8－（3，12，14）（5，4，10，18）11，6（2，16）－7，17（15，1）－9＝13

2
4

8－12，3（4，14）（5，10，18）11－6，2，16，15，17，1，7－9＝13
8－3－14，10（5，18）4（12，11，6）（2，7）16（1，9）17，15＝13

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アサカラキング �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2023．1．29 東京4着

2020．3．4生 牡3鹿 母 アサカラヴァーズ 母母 キョウワノコイビト 3戦1勝 賞金 8，630，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シバノナスタチウム号・ハワイアンブルー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和5年4月18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。
（非抽選馬） 1頭 ナンヨーノサラ号



06077 3月18日 小雨 重 （5中山2） 第7日 第5競走 ��2，200�3歳未勝利
発走12時25分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．0

良
良

817 セイウンパシュート 牡3黒鹿 56
55 ☆永野 猛蔵西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 田上 徹 458－ 62：18．6 5．0�

714 キラメクホシ 牡3芦 56 北村 宏司�ミルファーム 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 452＋ 42：19．02� 10．9�
510 クリノクオン 牡3鹿 56 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新冠 ヒカル牧場 452＋ 62：19．21� 316．8�
48 ドーバーイーグル 牡3黒鹿56 横山 武史嶋田 賢氏 奥村 武 浦河 辻 牧場 496－ 4 〃 ハナ 6．4�
611 フォスティーヌ 牝3鹿 54 吉田 豊吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 428－122：19．41� 67．8�
24 シュネーガッツ 牡3芦 56 木幡 巧也八嶋 長久氏 菊川 正達 新ひだか ウエスタンファーム B464± 02：19．6� 51．0	
47 グレイトインディ 牡3鹿 56 菊沢 一樹今井 優氏 勢司 和浩 新冠 スカイビーチステーブル 466－ 4 〃 クビ 91．3

818 ロコルルハーツ 牡3黒鹿56 丸田 恭介佐々木幸弘氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 474－ 2 〃 アタマ 41．5�
715 リュクススティール 牡3鹿 56 横山 和生田畑 憲士氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 502＋ 4 〃 ハナ 11．0�
713 クラウンローゼン 牡3栗 56 黛 弘人クラウン 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 474－ 82：19．91� 176．5�
816 ショウナンガチャ 牡3鹿 56 西村 淳也国本 哲秀氏 嘉藤 貴行 新ひだか 静内フアーム B492－ 22：20．64 145．7�
12 ジ ュ ド ー 牡3栗 56 C．ルメール �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B478± 0 〃 クビ 1．9�
59 ショウナンマカロン 牝3黒鹿54 三浦 皇成�湘南 田中 剛 新ひだか 静内フジカワ牧場 462－ 82：21．66 18．1�
36 グランデボスコ 牡3黒鹿 56

53 ▲石田 拓郎大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 456± 02：22．45 676．2�
35 ノアバラード 牡3黒鹿56 大野 拓弥佐山 公男氏 石毛 善彦 新冠 長浜 忠 464 ―2：22．5� 281．9�
11 コスモアイビー 牡3芦 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 506－ 22：22．82 22．5�
23 コトブキヘスペラス 牡3黒鹿56 江田 照男尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 下屋敷牧場 456－ 82：23．22 120．3�
612 セントマーガレット 牝3黒鹿54 武藤 雅 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 454－ 8 （競走中止） 160．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，720，300円 複勝： 52，139，400円 枠連： 14，575，700円
馬連： 57，036，300円 馬単： 24，988，200円 ワイド： 61，129，600円
3連複： 88，374，700円 3連単： 94，151，100円 計： 437，115，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 250円 � 3，410円 枠 連（7－8） 920円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 750円 �� 9，260円 �� 17，710円

3 連 複 ��� 102，120円 3 連 単 ��� 344，740円

票 数

単勝票数 計 447203 的中 � 70867（2番人気）
複勝票数 計 521394 的中 � 98575（2番人気）� 54331（4番人気）� 2925（16番人気）
枠連票数 計 145757 的中 （7－8） 12240（4番人気）
馬連票数 計 570363 的中 �� 21174（7番人気）
馬単票数 計 249882 的中 �� 4934（13番人気）
ワイド票数 計 611296 的中 �� 22418（7番人気）�� 1649（56番人気）�� 859（81番人気）
3連複票数 計 883747 的中 ��� 649（171番人気）
3連単票数 計 941511 的中 ��� 198（650番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．8―36．5―49．6―1：02．3―1：15．4―1：27．7―1：40．3―1：52．8―2：05．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．3
1
3

1（2，3）（7，9）17（6，8，16，18）（4，10）－15（13，14）11－12，5・（1，9）17（2，18）16，7（14，11）－（3，8，4）（10，15）－13，6＝5
2
4

・（1，3）（9，18）（2，17）（7，16）8（6，10）（4，14）－（15，11）13－12，5
17（9，18，11）（1，2，16，14）（7，8）（4，10）－15，13－（3，6）－5

勝馬の
紹 介

セイウンパシュート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．10．30 東京3着

2020．3．28生 牡3黒鹿 母 シーソルティキッス 母母 ソルティビッド 5戦1勝 賞金 10，800，000円
〔発走状況〕 コスモアイビー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 セントマーガレット号は，競走中に疾病〔寛骨々折〕を発症したため2コーナーで競走中止。
〔制裁〕 コスモアイビー号の騎手丹内祐次は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・9番・17番・18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 シーズオブホープ号

06078 3月18日 雨 重 （5中山2） 第7日 第6競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時55分 （芝・右・外）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

55 ロードディフィート 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 和田 勇介 日高 藤本ファーム 428－ 21：36．7 24．5�
79 トラマンダーレ 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 アタマ 1．6�
44 フォーカルフラワー 牝3鹿 54 横山 武史 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 436＋ 81：36．8クビ 13．5�
22 マ ル チ ャ ン 牡3鹿 56 丸田 恭介瀬谷 �雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 462＋121：37．22� 5．7	
811 ゴキゲンサン 牝3鹿 54 M．デムーロ �ニッシンホールディングス 伊藤 大士 浦河 チェスナット

ファーム 496－ 21：37．41� 21．5

812� コンチトーホク 牡3鹿 56 北村 宏司九十九章之氏 勢司 和浩 青森 有限会社

フォレブルー 474－ 21：37．61 99．3�
11 マイネルフォルツァ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 492－ 2 〃 ハナ 8．4�

67 ダンシングハピリー 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 清水 英克 浦河 ミルファーム 400＋ 41：38．13 632．0
68 チャイボーグ 牝3黒鹿54 木幡 巧也田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 藤原牧場 468± 01：38．2� 492．6�
56 スマラグドス 牡3栗 56 戸崎 圭太 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 468－ 61：38．3	 5．3�
33 ノーブルミステリー 牝3黒鹿 54

52 △小林 脩斗吉木 伸彦氏 菊川 正達 浦河 金成吉田牧場 450＋ 21：39．89 307．8�
710 セ セ ラ ギ 牝3黒鹿54 菅原 隆一�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 村上 雅規 390－121：40．43� 618．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 56，408，500円 複勝： 104，012，500円 枠連： 11，070，000円
馬連： 62，061，100円 馬単： 37，743，400円 ワイド： 60，758，700円
3連複： 80，324，800円 3連単： 141，483，700円 計： 553，862，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，450円 複 勝 � 340円 � 110円 � 250円 枠 連（5－7） 460円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 7，630円

ワ イ ド �� 700円 �� 2，810円 �� 480円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 50，450円

票 数

単勝票数 計 564085 的中 � 18346（7番人気）
複勝票数 計1040125 的中 � 32627（7番人気）� 635166（1番人気）� 49230（5番人気）
枠連票数 計 110700 的中 （5－7） 18628（1番人気）
馬連票数 計 620611 的中 �� 26429（8番人気）
馬単票数 計 377434 的中 �� 3710（20番人気）
ワイド票数 計 607587 的中 �� 22354（9番人気）�� 5147（22番人気）�� 34297（5番人気）
3連複票数 計 803248 的中 ��� 15001（15番人気）
3連単票数 計1414837 的中 ��� 2033（143番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―35．7―47．8―59．9―1：11．9―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．9―3F36．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロードディフィート �
�
父 デクラレーションオブウォー �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2022．6．5 東京2着

2020．2．28生 牡3鹿 母 カディーシャ 母母 バ ズ ビ ナ 6戦2勝 賞金 18，800，000円
〔3走成績による出走制限〕 セセラギ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月18日まで平地競走に出走できない。



06079 3月18日 雨 重 （5中山2） 第7日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

46 ロイヤルダンス 牡5青鹿58 丹内 祐次大脇 佑樹氏 清水 英克 新冠 山岡ファーム 506－ 21：53．1 4．8�
611 モネータドーロ 牡4栗 58 北村 宏司�G1レーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 アタマ 5．2�
815 フォーワンセルフ 牡4栗 58 横山 和生 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 526＋ 41：53．31 4．5�
58 サプライズビュー 牡5鹿 58 田辺 裕信 �CHEVAL AT-

TACHE 栗田 徹 新ひだか 田中 春美 510－ 2 〃 クビ 8．7�
34 ト リ グ ラ フ 牡4鹿 58

57 ☆永野 猛蔵山口 裕介氏 松山 将樹 浦河 鵜木 唯義 462＋ 6 〃 ハナ 17．9�
59 セイウンオードリー 牡5鹿 58 江田 照男西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 512－101：53．4� 19．3	
23 セイシェルノユウヒ �6芦 58 三浦 皇成宮城 寛也氏 高橋 文雅 新冠 スカイビーチステーブル 474－ 21：53．5クビ 41．1


22 � ララモンドール 牡5栗 58 黛 弘人フジイ興産� 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 440＋ 61：53．6	 38．9�
（法942）

47 ヨドノドリーム 牡6鹿 58 内田 博幸海原 聖一氏 稲垣 幸雄 浦河 林農場 504－ 21：53．7� 199．9�
610 キタサンドーシン 牡4青鹿58 C．ルメール大野商事 奥村 武 新冠 村田牧場 B468－ 41：53．9	 3．0�
11 ブレットフライ 牡4青 58 松岡 正海�マークス 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B502－ 2 〃 ハナ 66．9�
712 テイエムダイアタリ 牡5黒鹿58 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 B526± 0 〃 クビ 278．8�
35 サイモンルグラン 牡6鹿 58

56 △原 優介澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 504＋ 81：55．49 82．6�
（13頭）

713� ロードレアル 牡4青鹿58 木幡 巧也 �ロードホースクラブ 堀内 岳志 新ひだか ケイアイファーム ― （出走取消）

814� ダ フ ニ ス 牡4青鹿58 菅原 隆一ターフ・スポート蛯名 利弘 日高 奥山 博 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 43，471，400円 複勝： 58，153，000円 枠連： 13，725，900円
馬連： 66，894，100円 馬単： 27，336，100円 ワイド： 70，038，600円
3連複： 98，695，900円 3連単： 107，361，200円 計： 485，676，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 160円 � 140円 枠 連（4－6） 520円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 500円 �� 370円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 10，570円

票 数

単勝票数 計 434714 的中 � 72407（3番人気）
複勝票数 計 581530 的中 � 86037（4番人気）� 93220（3番人気）� 111315（1番人気）
枠連票数 計 137259 的中 （4－6） 20283（2番人気）
馬連票数 計 668941 的中 �� 34802（6番人気）
馬単票数 計 273361 的中 �� 7975（10番人気）
ワイド票数 計 700386 的中 �� 33780（6番人気）�� 49022（3番人気）�� 54100（1番人気）
3連複票数 計 986959 的中 ��� 39882（4番人気）
3連単票数 計1073612 的中 ��� 7358（26番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―12．9―13．2―12．5―12．2―12．2―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―38．1―51．3―1：03．8―1：16．0―1：28．2―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルダンス �
�
父 ガ ル ボ �

�
母父 マイネルセレクト デビュー 2020．9．13 中山9着

2018．4．21生 牡5青鹿 母 ブ セ ナ 母母 パールフレイヤ 23戦2勝 賞金 35，870，000円
〔出走取消〕 ロードレアル号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。

ダフニス号は，事故〔厩舎従業員春闘〕のため出走取消。
〔制裁〕 セイウンオードリー号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金100，000円。

06080 3月18日 雨 重 （5中山2） 第7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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード3：40．8良

46 ビレッジイーグル 牡6黒鹿60 大江原 圭村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 518＋123：48．3 7．5�
22 ダイシンクローバー �7黒鹿60 平沢 健治大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 486± 03：48．72� 9．4�
34 イ ロ ゴ ト シ 牡6鹿 60 黒岩 悠内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 472－ 4 〃 クビ 8．8�
813 ヤマニンマヒア 牡7黒鹿60 石神 深一土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 466＋ 63：48．8クビ 3．6�
814 スマートアペックス 牡6青鹿60 中村 将之大川 徹氏 中村 直也 日高 株式会社ス

マート 476－ 2 〃 クビ 11．6�
711 クリノオウジャ 牡7鹿 60 難波 剛健栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B456－ 23：49．01	 27．5�
69 
 アサクサゲンキ �8鹿 60 熊沢 重文田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

466－ 63：49．53 7．2	
712 フィードバック �7黒鹿60 小牧加矢太 
社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 492± 03：51．4大差 68．5�
58 � エ ミ ー リ オ 牡9鹿 60 上野 翔加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 496± 03：51．6� 56．2�
45 ナ ギ サ 牝5鹿 58 森 一馬本間 茂氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 494－123：52．55 11．4
11 マイネルダンク 牡5芦 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 43：52．6� 41．0�
57 コウユーヌレエフ 牡9黒鹿60 北沢 伸也加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 500＋ 43：54．5大差 28．6�
33 ジャディード 牡8黒鹿60 伴 啓太丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 458＋ 23：55．35 103．6�
610 エイシンクリック 牡9鹿 62 西谷 誠�栄進堂 坂口 智康 浦河 栄進牧場 480＋ 8 （競走中止） 5．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，656，900円 複勝： 49，633，700円 枠連： 20，497，900円
馬連： 67，120，900円 馬単： 25，374，500円 ワイド： 57，741，600円
3連複： 126，461，600円 3連単： 110，866，300円 計： 492，353，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 220円 � 260円 � 310円 枠 連（2－4） 1，860円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 5，290円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 1，230円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 10，370円 3 連 単 ��� 55，470円

票 数

単勝票数 計 346569 的中 � 36481（4番人気）
複勝票数 計 496337 的中 � 64838（3番人気）� 49186（5番人気）� 38251（7番人気）
枠連票数 計 204979 的中 （2－4） 8519（7番人気）
馬連票数 計 671209 的中 �� 20671（10番人気）
馬単票数 計 253745 的中 �� 3592（19番人気）
ワイド票数 計 577416 的中 �� 14629（12番人気）�� 12129（16番人気）�� 9534（25番人気）
3連複票数 計1264616 的中 ��� 9140（45番人気）
3連単票数 計1108663 的中 ��� 1449（225番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 52．1－3F 39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビレッジイーグル �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ニューイングランド デビュー 2019．10．6 東京7着

2017．3．12生 牡6黒鹿 母 トキノナスティア 母母 ブランディニー 障害：16戦3勝 賞金 76，621，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 エイシンクリック号は，10号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
※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 ヤマノグリッターズ号



06081 3月18日 雨 不良 （5中山2） 第7日 第9競走 ��
��2，000�

た て や ま

館 山 特 別
発走14時35分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，58�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 リカンカブール 牡4黒鹿58 戸崎 圭太�ラ・メール 田中 克典 浦河 辻 牧場 494－ 22：05．4 4．4�
811 キ ン ト リ ヒ 牡4芦 58 田辺 裕信 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 浦河 ディアレスト
クラブ 470－ 22：05．6� 26．0�

33 ストップザタイム 牡4栗 58 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516＋ 42：05．81	 7．3�

66 アイアゲート 牝5鹿 56 石川裕紀人 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 512＋ 6 〃 ハナ 39．5�
78 
 リリーブライト 牡5鹿 58 内田 博幸 �グリーンファーム西田雄一郎 千歳 社台ファーム 476－ 42：06．22	 149．7	
67 ジュンブロッサム 牡4黒鹿58 C．ルメール 河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476－ 42：06．3クビ 2．3

55 グランドライン 牡4青鹿58 三浦 皇成�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 544＋ 22：07．25 8．2�
79 レイトカンセイオー 牡4鹿 58 横山 和生村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 478－ 22：07．3	 5．2�
22 ネオストーリー 牡6青鹿58 大野 拓弥藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル B462± 02：07．83 311．7
44 カ イ ザ ー 牡4青鹿58 西村 淳也近藤 英子氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 484－ 2 〃 クビ 14．4�
810
 スカイテラス 牡6黒鹿58 津村 明秀 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B504＋ 62：08．65 187．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 55，098，300円 複勝： 68，959，300円 枠連： 13，637，400円
馬連： 94，044，400円 馬単： 39，417，700円 ワイド： 76，984，200円
3連複： 128，859，800円 3連単： 173，090，900円 計： 650，092，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 470円 � 210円 枠 連（1－8） 4，950円

馬 連 �� 6，820円 馬 単 �� 8，770円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 470円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 8，640円 3 連 単 ��� 57，350円

票 数

単勝票数 計 550983 的中 � 99697（2番人気）
複勝票数 計 689593 的中 � 126622（2番人気）� 30371（7番人気）� 88242（5番人気）
枠連票数 計 136374 的中 （1－8） 2131（17番人気）
馬連票数 計 940444 的中 �� 10676（18番人気）
馬単票数 計 394177 的中 �� 3368（31番人気）
ワイド票数 計 769842 的中 �� 10934（19番人気）�� 45851（5番人気）�� 10820（20番人気）
3連複票数 計1288598 的中 ��� 11183（28番人気）
3連単票数 計1730909 的中 ��� 2188（166番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．7―37．0―49．6―1：02．2―1：14．6―1：27．4―1：40．1―1：52．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リカンカブール �
�
父 シルバーステート �

�
母父 Zoffany デビュー 2021．10．16 阪神6着

2019．4．16生 牡4黒鹿 母 アンブラッセモワ 母母 Ice Flower 7戦3勝 賞金 46，145，000円

06082 3月18日 雨 不良 （5中山2） 第7日 第10競走 ��
��1，800�

か ん こ く ば じ か い

韓 国 馬 事 会 杯
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，58�，牝馬2�減

韓国馬事会賞（1着）
賞 品

本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

23 パワーブローキング 牡4鹿 58 M．デムーロゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 526＋ 21：50．2 9．0�

816 ホウオウルーレット 牡4鹿 58 横山 和生小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 494－ 21：50．3� 3．2�
510 レッドラパルマ 牡4鹿 58 C．ルメール �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 B500＋ 61：50．4クビ 3．5�
59 ブレイクフォース 牡4栗 58 田辺 裕信水上 行雄氏 中舘 英二 安平 	橋本牧場 490± 0 〃 クビ 8．6�
24 ブレイブメジャー 牡7鹿 58 内田 博幸 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：50．61 160．7	
35 ロコポルティ 牡5鹿 58 西村 淳也 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528± 0 〃 クビ 57．0

612 ソウルトレイン 牡6芦 58 大野 拓弥安原 浩司氏 昆 貢 新ひだか フジワラフアーム 496＋ 61：50．7
 15．1�
48 グラスデスティーノ 牡6鹿 58 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B476－ 61：50．8クビ 76．9�
36 マイネルクロンヌ 牡6鹿 58 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 浦河 小島牧場 514± 01：51．01
 57．9
714 ヴェイルネビュラ �5鹿 58 横山 武史吉田 勝己氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 498－ 21：51．42
 25．9�
611 ラズルダズル 牡6鹿 58 三浦 皇成 �サンデーレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B466± 01：51．82
 13．5�
11 ペイシャクェーサー 牝5鹿 56 丸田 恭介北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 478＋ 2 〃 クビ 110．0�
47 テイエムベンチャー 牡5鹿 58 古川 吉洋竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 厚賀古川牧場 502－201：52．65 74．6�
12 ス ペ ロ デ ア 牝6栗 56 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 緒方 努 新冠 長浜 秀昭 472－ 61：53．02
 105．7�
713 エスシーヴィオラ 牝5栗 56 田中 勝春工藤 圭司氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 482－ 81：53．74 86．5�
815 フ ル オ ー ル 牡4鹿 58 戸崎 圭太林 正道氏 斎藤 誠 日高 藤本ファーム 464－ 81：55．410 6．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，745，400円 複勝： 85，866，800円 枠連： 36，257，200円
馬連： 143，676，900円 馬単： 49，060，600円 ワイド： 120，591，500円
3連複： 214，924，800円 3連単： 221，989，500円 計： 942，112，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 210円 � 150円 � 150円 枠 連（2－8） 1，300円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 5，280円

ワ イ ド �� 680円 �� 530円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 19，570円

票 数

単勝票数 計 697454 的中 � 61741（5番人気）
複勝票数 計 858668 的中 � 85437（4番人気）� 161844（2番人気）� 165620（1番人気）
枠連票数 計 362572 的中 （2－8） 21555（7番人気）
馬連票数 計1436769 的中 �� 63429（7番人気）
馬単票数 計 490606 的中 �� 6961（21番人気）
ワイド票数 計1205915 的中 �� 42499（7番人気）�� 55747（5番人気）�� 113243（1番人気）
3連複票数 計2149248 的中 ��� 82446（3番人気）
3連単票数 計2219895 的中 ��� 8220（51番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．5―12．2―11．7―11．7―12．1―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―36．9―49．1―1：00．8―1：12．5―1：24．6―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パワーブローキング �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．8．15 新潟6着

2019．5．23生 牡4鹿 母 ピクシープリンセス 母母 オータムメロディー 14戦4勝 賞金 53，857，000円
〔制裁〕 ブレイブメジャー号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠

金10，000円。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フルオール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月18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。
（非抽選馬） 2頭 オンザライン号・トラモント号



06083 3月18日 雨 不良 （5中山2） 第7日 第11競走 ��
��1，800�第37回フラワーカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
1，800万円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

24 エ ミ ュ ー 牝3鹿 54 M．デムーロ�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 414－ 21：53．2 6．4�

816 ヒップホップソウル 牝3鹿 54 津村 明秀 �社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム 490－ 21：53．3	 11．1�
36 パルクリチュード 牝3栗 54 西村 淳也 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 424± 01：53．51
 6．9�
612 ゴールデンハインド 牝3芦 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 41：53．61 9．6�
815 ココクレーター 牝3青鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 422－ 6 〃 ハナ 7．1	
48 マテンロウアルテ 牝3黒鹿54 横山 典弘寺田千代乃氏 坂口 智康 日高 下河辺牧場 470－101：53．7クビ 5．6

713 ニシノコウフク 牝3黒鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 中山 高鹿康 468＋ 41：53．8� 19．2�
12 パルティキュリエ 牝3鹿 54 横山 武史 �サンデーレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 448－ 21：54．01
 7．4�
510 クリニクラウン 牝3栗 54 原 優介新木 鈴子氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 468－121：54．21	 281．3
35 ディヴァージオン 牝3鹿 54 内田 博幸幅田 昌伸氏 藤岡 健一 様似 猿倉牧場 436＋ 81：54．41 154．6�
714 エ メ リ ヨ ン 牝3栗 54 横山 和生 �社台レースホース加藤士津八 千歳 社台ファーム 450－ 61：54．61
 36．6�
11 ドナウパール 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 430－ 4 〃 ハナ 8．5�
23 マルカシャルマン 牝3鹿 54 石川裕紀人日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 432－ 61：54．81 153．4�
59 セ リ オ ー ソ 牝3鹿 54 三浦 皇成 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 平取 清水牧場 432－ 21：55．86 12．9�
47 ミカッテヨンデイイ 牝3黒鹿54 松岡 正海ニューマレコード� 堀内 岳志 千歳 社台ファーム 416＋ 21：56．43	 121．4�
611 フラッシングレート 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 456－121：57．57 118．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 190，211，400円 複勝： 247，184，700円 枠連： 88，629，900円
馬連： 483，306，000円 馬単： 142，836，900円 ワイド： 419，654，300円
3連複： 928，251，600円 3連単： 837，416，600円 計： 3，337，491，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 260円 � 360円 � 230円 枠 連（2－8） 1，640円

馬 連 �� 4，980円 馬 単 �� 8，720円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 1，180円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 12，100円 3 連 単 ��� 79，490円

票 数

単勝票数 計1902114 的中 � 235061（2番人気）
複勝票数 計2471847 的中 � 254677（5番人気）� 162021（8番人気）� 299533（2番人気）
枠連票数 計 886299 的中 （2－8） 41814（6番人気）
馬連票数 計4833060 的中 �� 75125（28番人気）
馬単票数 計1428369 的中 �� 12278（46番人気）
ワイド票数 計4196543 的中 �� 63971（29番人気）�� 98417（13番人気）�� 70168（25番人気）
3連複票数 計9282516 的中 ��� 57512（56番人気）
3連単票数 計8374166 的中 ��� 7637（384番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．6―50．2―1：02．6―1：15．5―1：28．2―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．7
1
3
・（2，5）（6，12）（7，13）（1，8）9（3，10）14（11，16）（4，15）・（2，5）（6，12，13）1，9（8，7，16）3（10，15）（14，4）＝11

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

勝馬の
紹 介

エ ミ ュ ー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．9．18 中山4着

2020．3．22生 牝3鹿 母 ス ー リ ー ル 母母 グローリーブラッド 6戦3勝 賞金 55，304，000円

06084 3月18日 雨 不良 （5中山2） 第7日 第12競走 ��
��1，200�4歳以上2勝クラス

発走16時25分 （ダート・右）
負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．4
1：08．4

不良
不良

611 ファイアーボーラー �7黒鹿58 石橋 脩 �シルクレーシング 上原 佑紀 日高 浜本 幸雄 466－ 81：10．3 58．8�
47 カ イ タ ロ ー 牡4青鹿58 田辺 裕信本田 恒雄氏 和田 雄二 新ひだか 嶋田牧場 470－ 8 〃 ハナ 8．4�
24 ブルーダイヤカフェ 牡6青 58 大野 拓弥西川 恭子氏 和田 勇介 登別 登別上水牧場 542± 0 〃 アタマ 18．8�
36 	 ロ レ ン ツ ォ 牡5黒鹿58 横山 武史丸山 担氏 加藤 征弘 浦河 伏木田牧場 482＋ 41：10．51
 8．9�
23 ブルースコード 牡5黒鹿 58

57 ☆永野 猛蔵 �ビクトリーホースランチ 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ B492± 01：10．6� 32．5�

12 ロ ー ヴ ェ ロ 牡4鹿 58 C．ルメール C．チェン氏 加藤 征弘 苫小牧 アスラン 502－ 21：10．7� 3．7	
35 カ ン ザ シ 牝4芦 56 戸崎 圭太嶋田 賢氏 宮田 敬介 新ひだか 増本 良孝 500＋ 41：10．91 3．3

11 ユスティニアン 牡5鹿 58 西村 淳也岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 438－ 4 〃 クビ 15．3�
714 パイプライン �6鹿 58 M．デムーロ青山 洋一氏 田中 剛 日高 リコーファーム 492± 01：11．0クビ 7．8�
59 パロットビーク 牝5黒鹿56 三浦 皇成 �社台レースホース西園 翔太 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 2 〃 クビ 61．1
48 ゴーストレート 牡5青鹿58 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B496± 0 〃 アタマ 31．7�
713 バーンパッション 牡6黒鹿58 津村 明秀岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 482－121：11．42 83．6�
510 ロープスピニング 牝4鹿 56

54 △小林 脩斗吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 442－ 41：11．72 62．4�
612� ピンクダイヤ 牡4芦 58 田中 勝春木村 久子氏 森 秀行 米 Robert

Schaedle 484－ 2 〃 ハナ 59．6�
816 アジアノジュンシン 牝5鹿 56 内田 博幸植村 仁氏 奥村 武 日高 門別 敏朗 474－ 21：12．65 15．1�

（15頭）
815 サバンナチャンス 牝4芦 56 丹内 祐次由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 107，374，100円 複勝： 147，498，600円 枠連： 44，470，100円
馬連： 195，732，100円 馬単： 69，075，400円 ワイド： 196，043，200円
3連複： 309，272，500円 3連単： 316，294，200円 計： 1，385，760，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，880円 複 勝 � 1，130円 � 270円 � 470円 枠 連（4－6） 9，400円

馬 連 �� 32，770円 馬 単 �� 93，000円

ワ イ ド �� 9，390円 �� 11，970円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 170，300円 3 連 単 ��� 1，469，950円

票 数

単勝票数 計1073741 的中 � 14602（11番人気）
複勝票数 計1474986 的中 � 30269（11番人気）� 165566（3番人気）� 80770（8番人気）
枠連票数 計 444701 的中 （4－6） 3665（25番人気）
馬連票数 計1957321 的中 �� 4628（70番人気）
馬単票数 計 690754 的中 �� 557（162番人気）
ワイド票数 計1960432 的中 �� 5354（77番人気）�� 4191（82番人気）�� 20058（28番人気）
3連複票数 計3092725 的中 ��� 1362（288番人気）
3連単票数 計3162942 的中 ��� 156（1910番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．3―11．7―12．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．4―45．1―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイアーボーラー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．6．17 函館5着

2016．2．21生 �7黒鹿 母 ユメノハコブネ 母母 ラクシャリーラス 33戦3勝 賞金 51，636，000円
〔出走取消〕 サバンナチャンス号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
※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 ペガサスターボ号
（非抽選馬） 1頭 パルデンス号



（5中山2）第7日 3月18日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重後不良
重後不良

競走回数 12回 出走頭数 180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

270，660，000円
5，620，000円
36，050，000円
2，140，000円
35，170，000円
82，455，000円
6，048，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
767，607，200円
1，207，316，600円
291，670，800円
1，398，398，700円
536，639，800円
1，293，856，700円
2，334，626，300円
2，459，224，600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
計 10，289，340，700円

総入場人員 8，027名 （有料入場人員 7，661名）
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