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06061 3月11日 曇 稍重 （30中山2）第6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

713 アルマユディト 牝3黒鹿54 松岡 正海コウトミックレーシング 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 484－ 21：13．5 5．8�
816 ア ポ ロ ア ミ 牝3鹿 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 432± 0 〃 ハナ 2．6�
611 トラストロン 牝3黒鹿54 田中 勝春菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 438－ 21：13．6� 32．4�
36 クインズティガ 牝3栗 54 黛 弘人亀田 和弘氏 奥平 雅士 新ひだか 大滝 康晴 456－ 2 〃 ハナ 2．5�
510 ダブルミリオン 牝3芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 スカイビーチステーブル 462－121：13．7� 13．6�
815 ロマンスガッサン 牝3黒鹿54 勝浦 正樹西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 八木 明広 488＋ 61：14．12� 23．4	
612 セイマスカレード 牝3黒鹿54 吉田 隼人金田 成基氏 中川 公成 浦河 山春牧場 440－ 21：14．2� 12．2

59 ベアメイプル 牝3栗 54 二本柳 壮熊木 浩氏 杉浦 宏昭 新ひだか 沖田 博志 442－ 81：15．37 304．1�
47 フォールライン 牝3鹿 54 横山 和生吉田 照哉氏 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 406 ―1：16．25 28．6�
714 フ ロ ー ズ ン 牝3栗 54 江田 照男 H.H．シェイク・ハムダン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－ 41：16．3クビ 70．7
23 ラ イ ゴ ッ ド 牝3黒鹿54 村田 一誠�明栄商事 新開 幸一 新冠 ムラカミファーム 442 ―1：16．4� 121．7�
35 マサノミュージック 牝3鹿 54 嘉藤 貴行猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 458－ 81：16．5� 464．5�
24 トウカイアゼリア 牝3黒鹿54 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 日高 碧雲牧場 468 ―1：16．6� 193．9�
48 ディアラベンダー 牝3栗 54 武士沢友治田畑 富子氏 南田美知雄 新ひだか 和田牧場 466 ―1：16．7� 228．7�
12 デルマアマレット 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486 ―1：17．33� 280．0�

11 ペイシャルナ 牝3黒鹿 54
51 ▲野中悠太郎北所 直人氏 本間 忍 浦河 梅田牧場 396 ―1：17．4クビ 165．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，677，200円 複勝： 32，872，200円 枠連： 14，924，400円
馬連： 52，484，000円 馬単： 29，599，400円 ワイド： 37，040，600円
3連複： 77，331，900円 3連単： 104，745，500円 計： 373，675，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 240円 � 140円 � 500円 枠 連（7－8） 870円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 450円 �� 2，300円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 7，710円 3 連 単 ��� 31，230円

票 数

単勝票数 計 246772 的中 � 33519（3番人気）
複勝票数 計 328722 的中 � 33391（4番人気）� 80970（2番人気）� 12631（7番人気）
枠連票数 計 149244 的中 （7－8） 13207（3番人気）
馬連票数 計 524840 的中 �� 35080（4番人気）
馬単票数 計 295994 的中 �� 9331（9番人気）
ワイド票数 計 370406 的中 �� 22709（4番人気）�� 3891（19番人気）�� 7688（12番人気）
3連複票数 計 773319 的中 ��� 7522（22番人気）
3連単票数 計1047455 的中 ��� 2431（90番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―12．0―12．6―12．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―35．1―47．7―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルマユディト �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．6．24 函館4着

2015．4．16生 牝3黒鹿 母 ミルクトーレル 母母 ミスワキジャパン 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 トラストロン号の騎手田中勝春は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15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 ホーリークロス号

06062 3月11日 曇 稍重 （30中山2）第6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

713 トーセンヴィータ 牡3青鹿56 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 530＋ 21：55．6 2．1�

59 ゲンパチカイナル 牡3鹿 56 勝浦 正樹平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 正美 482＋ 4 〃 クビ 3．1�
815 セイカメテオライト 牡3鹿 56 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 450－ 21：57．19 25．6�
611 ヒナイチカグラヤ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行西村 亮二氏 高橋 文雅 浦河 グランデファーム 500＋ 41：57．41� 83．1�
714 エスケイファースト 牡3栗 56 横山 和生�川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 514－ 61：57．71� 602．2	
11 タイセイカレッジ 牡3芦 56 大野 拓弥田中 成奉氏 奥村 武 日高 下河辺牧場 438＋ 21：58．01� 26．2

23 ドルチェラヴィータ 牝3黒鹿54 松岡 正海高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 426＋ 41：58．21� 8．6�
12 モリトディライト 牡3栗 56 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 木村牧場 518＋ 21：58．3� 30．6�
47 コパノステラート 牝3栗 54 丹内 祐次小林 祥晃氏 小島 茂之 新ひだか 岡田牧場 478－ 61：58．4クビ 22．3
48 ハ イ タ イ ド 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �カナヤマホール

ディングス 栗田 徹 日高 高柳 隆男 464－ 41：58．93 11．4�
36 フジサンデルタ 牡3黒鹿56 F．ミナリク藤田 秀行氏 武市 康男 浦河 大道牧場 490－ 41：59．0クビ 66．6�

（独）

612 ミヤコノオージ 牡3青鹿56 田中 勝春吉田 和弘氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 474－ 21：59．1� 63．0�
35 マイネルリノセロス 牡3栗 56 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 西村 和夫 460＋ 61：59．41� 219．1�
816 ト サ イ チ 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士林 啓二氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 452－ 61：59．5クビ 416．6�
510 ムーンフォース 牡3黒鹿56 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 平取 北島牧場 502± 02：00．24 74．5�
24 マイネルセッカ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 442± 02：01．26 27．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，615，900円 複勝： 45，991，000円 枠連： 16，418，700円
馬連： 60，077，600円 馬単： 31，966，900円 ワイド： 41，783，800円
3連複： 85，587，300円 3連単： 107，283，300円 計： 420，724，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 150円 � 350円 枠 連（5－7） 370円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 190円 �� 540円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 5，420円

票 数

単勝票数 計 316159 的中 � 118485（1番人気）
複勝票数 計 459910 的中 � 178389（1番人気）� 72056（2番人気）� 18286（9番人気）
枠連票数 計 164187 的中 （5－7） 33998（1番人気）
馬連票数 計 600776 的中 �� 126524（1番人気）
馬単票数 計 319669 的中 �� 33512（1番人気）
ワイド票数 計 417838 的中 �� 69167（1番人気）�� 17977（6番人気）�� 8579（12番人気）
3連複票数 計 855873 的中 ��� 37324（4番人気）
3連単票数 計1072833 的中 ��� 14344（6番人気）

ハロンタイム 12．9―12．6―13．3―13．0―12．5―12．5―13．0―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．5―38．8―51．8―1：04．3―1：16．8―1：29．8―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンヴィータ �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．7．16 福島6着

2015．4．2生 牡3青鹿 母 トーセンフリージア 母母 タガノアイリス 9戦1勝 賞金 15，800，000円
〔発走状況〕 モリトディライト号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 モリトディライト号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルセッカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月11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６日



06063 3月11日 曇 稍重 （30中山2）第6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

35 シセイタケル 牡3栗 56 F．ミナリク猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 452－121：12．5 2．6�
（独）

510 ウサギノダンス 牡3黒鹿56 柴田 大知桐谷 茂氏 南田美知雄 浦河 大道牧場 472－ 61：12．6� 6．4�
11 ホウオウスクラム 牡3栗 56 大野 拓弥小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 496－ 61：13．02� 5．9�
611 エースロッカー 牡3栗 56 吉田 隼人西森 鶴氏 中川 公成 新冠 カミイスタット 480＋ 61：13．53 12．9�
47 � バレットテソーロ 牝3鹿 54 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 愛 Lynch Bages &
Camas Park Stud 474－12 〃 クビ 104．0�

24 ユ メ イ チ ズ 牡3栗 56 内田 博幸上田 忠男氏 浅野洋一郎 新ひだか 中田 浩美 480± 01：13．81	 3．5	
36 ラッシュウィン 
3鹿 56 松岡 正海岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B456＋ 7 〃 ハナ 16．1

714 スーパーヴュー 牝3黒鹿54 田中 勝春藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 408＋ 41：14．01� 325．8�
23 フ チ コ マ 牡3栗 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 小島牧場 502＋ 8 〃 アタマ 30．5�
12 ヴィヴァマリアンヌ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 454＋ 81：14．1クビ 24．2
612 カレンナヴォーグ 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹志村 幸彦氏 的場 均 日高 日西牧場 466－ 61：14．73� 327．2�
59 カネトシキントキ 牡3黒鹿56 宮崎 北斗兼松 昌男氏 伊藤 伸一 浦河 高昭牧場 480－ 41：15．76 75．3�
713� ハ ナ オ ウ ギ 牝3鹿 54 丸田 恭介�ヒダカファーム和田 雄二 米 Taihei

Stud Farm 420 ―1：15．91� 78．2�
48 ニシノエイユウ 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 村上 欽哉 482＋ 21：16．0	 212．0�
816 シ ャ コ ッ ク 牝3栗 54 武士沢友治新井原 博氏 伊藤 正徳 日高 中前牧場 440± 01：16．32 488．4�
815 ラプズベスト 牡3鹿 56 黛 弘人�槇本牧場 武井 亮 日高 槇本牧場 472 ―1：16．51� 257．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，760，200円 複勝： 39，903，400円 枠連： 14，914，900円
馬連： 61，720，500円 馬単： 30，048，600円 ワイド： 39，398，000円
3連複： 85，803，900円 3連単： 108，041，000円 計： 408，590，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 170円 � 170円 枠 連（3－5） 580円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 320円 �� 290円 �� 420円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 3，350円

票 数

単勝票数 計 287602 的中 � 86194（1番人気）
複勝票数 計 399034 的中 � 97665（1番人気）� 53285（4番人気）� 56441（3番人気）
枠連票数 計 149149 的中 （3－5） 19727（3番人気）
馬連票数 計 617205 的中 �� 74305（3番人気）
馬単票数 計 300486 的中 �� 22958（3番人気）
ワイド票数 計 393980 的中 �� 31219（3番人気）�� 36211（2番人気）�� 22745（5番人気）
3連複票数 計 858039 的中 ��� 72660（3番人気）
3連単票数 計1080410 的中 ��� 23359（6番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―12．3―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．4―46．7―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シセイタケル �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．12．16 中山3着

2015．4．21生 牡3栗 母 シセイヒミコ 母母 シーヴィーナス 5戦1勝 賞金 10，850，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タイセイレーベン号
（非抽選馬） 1頭 ツキミザケ号
※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。

06064 3月11日 曇 稍重 （30中山2）第6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）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

59 シ ー ル ー ト 牡3鹿 56 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496 ―1：58．3 1．8�

714 ネオバスティーユ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太小林 仁幸氏 牧浦 充徳 日高 メイプルファーム 484 ―1：58．93� 6．9�
11 ヤマニンウリエル 牡3黒鹿56 黛 弘人土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 480 ― 〃 ハナ 190．1�
35 ビ ド ウ 牝3鹿 54 津村 明秀由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 新冠橋本牧場 422 ―1：59．11� 22．3�
23 マイネルトワイス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 村上 雅規 514 ―1：59．2� 10．6�
24 ロ ン サ ー ル 牡3青鹿56 丹内 祐次佐藤 壽男氏 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 430 ―1：59．3クビ 32．2	
48 アイアムオパール 牝3鹿 54 嘉藤 貴行堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 478 ―1：59．62 18．0

815 ブローインバブルス 牡3鹿 56 F．ミナリク�フクキタル 加藤 征弘 新冠 パカパカ

ファーム 478 ―2：00．34 5．5�
（独）

36 マ チ コ ウ バ 牡3青 56 柴田 善臣鳳サラブレッドレーシ
ングチーム 菊川 正達 浦河 榊原 敏明 470 ―2：00．4� 16．7�

12 スノービスケット 牝3鹿 54 丸田 恭介吉川 朋宏氏 竹内 正洋 日高 スマイルファーム 470 ―2：00．61	 71．3
612 ムーンケリー 牡3黒鹿56 宮崎 北斗高橋 佑吉氏 中川 公成 日高 賀張三浦牧場 512 ―2：00．7クビ 41．9�
713 プレシャステソーロ 牡3黒鹿56 吉田 隼人了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 猪野毛牧場 474 ―2：01．65 73．1�
816 ディーズエフォート 牝3栗 54 村田 一誠秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 浜本牧場 450 ―2：03．6大差 31．1�
611 コトブキポインター 牡3栗 56 勝浦 正樹尾上 松壽氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 432 ―2：04．23� 214．3�
47 カ ゼ ニ タ ツ 牝3黒鹿54 大野 拓弥福島 徳佑氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 520 ―2：06．0大差 60．0�
510 カズノグリン 牡3鹿 56 武士沢友治鈴木 可一氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 496 ― （競走中止） 356．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，976，100円 複勝： 34，339，200円 枠連： 16，467，300円
馬連： 51，807，000円 馬単： 31，229，800円 ワイド： 34，909，700円
3連複： 71，014，800円 3連単： 92，626，700円 計： 362，370，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 190円 � 2，610円 枠 連（5－7） 590円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 340円 �� 5，030円 �� 13，090円

3 連 複 ��� 27，580円 3 連 単 ��� 57，890円

票 数

単勝票数 計 299761 的中 � 126700（1番人気）
複勝票数 計 343392 的中 � 114419（1番人気）� 42390（2番人気）� 1939（14番人気）
枠連票数 計 164673 的中 （5－7） 21515（2番人気）
馬連票数 計 518070 的中 �� 60066（1番人気）
馬単票数 計 312298 的中 �� 32677（1番人気）
ワイド票数 計 349097 的中 �� 30264（1番人気）�� 1648（49番人気）�� 628（77番人気）
3連複票数 計 710148 的中 ��� 1931（72番人気）
3連単票数 計 926267 的中 ��� 1160（164番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．8―13．9―13．6―12．7―13．2―13．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．7―51．6―1：05．2―1：17．9―1：31．1―1：44．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．4
1
3

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

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

シ ー ル ー ト �
�
父 ハードスパン �

�
母父 Street Cry 初出走

2015．3．2生 牡3鹿 母 オーシャンウェイ 母母 Sea Gift 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 カズノグリン号は，競走中に前進気勢を欠いたため4コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 カズノグリン号は，競走中に前進気勢を欠き，4コーナーで競走を中止したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カゼニタツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月11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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 クライオブザソウル号・トップダウン号・フェンドオフ号・フラベリフォーム号・ベリーグウ号・マルターズアグニ号
※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。



06065 3月11日 曇 稍重 （30中山2）第6日 第5競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走12時30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
2：10．1
2：09．9

良
良

47 エストスペリオル 牡3鹿 56 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 442－ 42：16．8 3．2�
48 ウインレーヴドール 牡3黒鹿56 津村 明秀�ウイン 奥村 武 新冠 コスモヴューファーム 454－ 22：16．9� 3．6�
12 ジャディード 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 450－ 82：17．11� 19．6�
23 トーセンヴァロン 牡3青鹿56 大野 拓弥島川 �哉氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 442－ 62：17．2� 21．9	
24 トランスパレント 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 490－ 2 〃 クビ 5．2

611 トイトイブルース 牡3鹿 56 丸田 恭介�BijouRacing 土田 稔 新冠 川上牧場 516－10 〃 ハナ 64．3�
815 コスモグラトナス 牡3青 56 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 460± 02：17．3クビ 17．2�
612 グレンフィナン 牡3鹿 56 蛯名 正義�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B480－ 8 〃 ハナ 11．8
59 モンサルヴァート 牡3鹿 56 F．ミナリク �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 452－ 22：17．4� 33．2�

（独）

510 ソリフロール 牝3黒鹿54 柴田 善臣�ヤブウチ 萱野 浩二 新ひだか 田中 裕之 B436－102：17．61� 34．1�
714 ショウナンカマクラ 牡3鹿 56 勝浦 正樹国本 哲秀氏 蛯名 利弘 新ひだか 高橋 義浩 488＋ 6 〃 アタマ 121．0�
816 スタートアップ 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 490 ―2：17．7� 25．2�
713 デルマウオッカ 牡3鹿 56 松岡 正海浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 494－ 82：17．8クビ 13．9�
35 ツインクルテソーロ 牡3鹿 56 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 468± 02：18．12 39．8�
11 カ グ ヤ ヒ メ 牝3栗 54 武士沢友治山本 武司氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 474－ 62：18．31� 84．6�
36 ニシノムソウ 牡3黒鹿56 江田 照男西山 茂行氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 476－ 82：18．4クビ 174．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，501，800円 複勝： 42，540，300円 枠連： 21，794，700円
馬連： 69，354，500円 馬単： 30，580，200円 ワイド： 44，900，100円
3連複： 95，266，500円 3連単： 103，759，500円 計： 437，697，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 150円 � 350円 枠 連（4－4） 720円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，180円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 13，890円

票 数

単勝票数 計 295018 的中 � 73625（1番人気）
複勝票数 計 425403 的中 � 96413（1番人気）� 80822（2番人気）� 22183（7番人気）
枠連票数 計 217947 的中 （4－4） 23427（2番人気）
馬連票数 計 693545 的中 �� 83874（1番人気）
馬単票数 計 305802 的中 �� 19737（1番人気）
ワイド票数 計 449001 的中 �� 41406（1番人気）�� 9069（15番人気）�� 9567（13番人気）
3連複票数 計 952665 的中 ��� 19105（6番人気）
3連単票数 計1037595 的中 ��� 5412（20番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．5―12．9―13．2―13．1―12．9―12．4―11．8―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．5―36．0―48．9―1：02．1―1：15．2―1：28．1―1：40．5―1：52．3―2：04．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エストスペリオル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2017．11．11 東京3着

2015．3．2生 牡3鹿 母 メイキアシー 母母 Gwynn 3戦1勝 賞金 6，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 インペリオーソ号・マイネルシクザール号
※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。

06066 3月11日 晴 稍重 （30中山2）第6日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時05分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 コスモインザハート 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 栄進牧場 478－ 42：02．3 4．1�
89 ネプチュナイト 牡3黒鹿56 石橋 脩吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468－10 〃 クビ 3．3�
77 ヴェロニカグレース 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 474－ 42：02．4� 1．8�
44 ヴォウジラール 牡3鹿 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 506－10 〃 ハナ 10．5�
66 ワタシヲマッテル 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 448－ 4 〃 クビ 92．1�
55 ノーブルバルカン 牡3鹿 56 江田 照男吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 444－ 82：03．35 50．8	
88 ロジャージーニアス 牡3鹿 56 吉田 隼人武田 修氏 武井 亮 むかわ 上水牧場 472－ 22：03．72� 112．1

22 スターフィールド 牡3黒鹿56 大野 拓弥星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B484－ 22：04．44 32．3�
33 キングスキャット 牡3鹿 56 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 512± 02：04．5� 230．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 48，345，800円 複勝： 69，541，600円 枠連： 12，274，900円
馬連： 67，416，100円 馬単： 47，947，300円 ワイド： 40，707，600円
3連複： 79，622，100円 3連単： 206，366，600円 計： 572，222，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 120円 � 120円 � 110円 枠 連（1－8） 580円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 210円 �� 150円 �� 130円

3 連 複 ��� 320円 3 連 単 ��� 3，490円

票 数

単勝票数 計 483458 的中 � 92401（3番人気）
複勝票数 計 695416 的中 � 78759（2番人気）� 75531（3番人気）� 419749（1番人気）
枠連票数 計 122749 的中 （1－8） 16214（3番人気）
馬連票数 計 674161 的中 �� 80251（3番人気）
馬単票数 計 479473 的中 �� 25606（7番人気）
ワイド票数 計 407076 的中 �� 39874（4番人気）�� 66490（2番人気）�� 91898（1番人気）
3連複票数 計 796221 的中 ��� 185937（1番人気）
3連単票数 計2063666 的中 ��� 42829（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―36．0―48．5―1：01．4―1：13．9―1：25．9―1：37．9―1：50．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモインザハート 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Barathea デビュー 2017．6．18 阪神1着

2015．2．21生 牡3鹿 母 マ ー ゼ リ ン 母母 Juno Marlowe 5戦2勝 賞金 18，800，000円



06067 3月11日 晴 稍重 （30中山2）第6日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時35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� エタニティーワルツ 牡5黒鹿57 西田雄一郎村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 504± 01：12．3 7．8�
59 トウショウデュエル 牡6栗 57 大野 拓弥トウショウ産業� 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 528＋ 4 〃 ハナ 6．9�
510 タイガーヴォーグ 牡5鹿 57 勝浦 正樹千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 B508－ 21：12．4� 2．5�
35 リトルレグルス 牡4鹿 57 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 502＋ 21：12．61� 4．5�
816 サンジレット 牡4栗 57 小島 太一 �加藤ステーブル 田村 康仁 新冠 前川 隆範 490－ 2 〃 クビ 21．2�
24 スリーミネルバ 牝4黒鹿55 武士沢友治永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 448± 01：13．13 132．7	
23 ギ ン ゴ ー 牡5鹿 57 江田 照男
ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 B498± 01：13．52� 32．5�
47 サーヒューストン 牡4栗 57 松岡 正海窪田 芳郎氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 478－ 81：13．71 91．0�
36 フォーティプリンス 牡4栗 57 戸崎 圭太ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 472＋ 2 〃 クビ 25．1
12 エ ン パ シ ー 牡4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 490－ 2 〃 クビ 22．7�
815 マ ッ タ ナ シ 牡4栗 57 津村 明秀芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 480＋ 6 〃 同着 11．1�
612 バナナボート 牡4栗 57

54 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 柴田 政人 新冠 坂元 芳春 428－ 81：13．8� 83．1�
48 � ハヤブサキラリ 牝4鹿 55 吉田 隼人武田 修氏 池上 昌和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 41：14．01� 79．7�
611 タイセイラビッシュ 牡6鹿 57 F．ミナリク田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 496－ 61：14．31	 14．1�

（独）

11 ノボミリオンヌ 牝4鹿 55 内田 博幸�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 452± 01：14．51 99．2�
714 カシノアーニング 牡5鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 清水 英克 日高 白瀬 盛雄 450＋ 21：14．6	 498．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，556，800円 複勝： 50，414，600円 枠連： 25，784，800円
馬連： 86，875，200円 馬単： 36，760，400円 ワイド： 54，156，300円
3連複： 114，041，600円 3連単： 137，190，700円 計： 539，780，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 220円 � 190円 � 130円 枠 連（5－7） 830円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 760円 �� 410円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 13，880円

票 数

単勝票数 計 345568 的中 � 35174（4番人気）
複勝票数 計 504146 的中 � 48362（4番人気）� 59073（3番人気）� 135872（1番人気）
枠連票数 計 257848 的中 （5－7） 23909（3番人気）
馬連票数 計 868752 的中 �� 23926（11番人気）
馬単票数 計 367604 的中 �� 5508（19番人気）
ワイド票数 計 541563 的中 �� 16801（8番人気）�� 34062（3番人気）�� 42152（2番人気）
3連複票数 計1140416 的中 ��� 51774（2番人気）
3連単票数 計1371907 的中 ��� 7165（27番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．1―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．7―46．8―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エタニティーワルツ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ブライアンズタイム

2013．5．11生 牡5黒鹿 母 プリンセスワルツ 母母 キソティック 15戦2勝 賞金 22，650，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 サーヒューストン号は，枠入りの際右頬革の尾錠が外れ馬装修正。発走時刻5分遅延。
〔制裁〕 サーヒューストン号の調教師杉浦宏昭は，枠入りの際に同馬の右頬革の尾錠が外れたことについて過怠金50，000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。

06068 3月11日 晴 稍重 （30中山2）第6日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走14時05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
1：48．5
1：47．8

重
重

34 � エンパイアステート 	5鹿 57 嘉藤 貴行 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506－ 21：54．3 5．9�

46 
 ベ ラ ポ ー サ 牝5鹿 55 石橋 脩吉田 和子氏 堀 宣行 米 Gainesway Thor-
oughbreds Ltd. 500－ 41：54．93� 9．9�

610 ディアシューター 牡4黒鹿57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中島牧場 502－ 21：55．0クビ 3．2�
22 セガールモチンモク 	4栗 57 戸崎 圭太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 478－ 4 〃 クビ 2．9�
57 � マ ハ ロ 牡4鹿 57 内田 博幸 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム 492－ 61：55．1クビ 81．9�
711 リパーカッション 牡4鹿 57 江田 照男石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 B504± 01：56．27 63．6	
58 ア オ ス タ 	4栗 57 津村 明秀吉田 和美氏 古賀 慎明 新ひだか 仲野牧場 B508＋ 2 〃 ハナ 18．3

69 � ロードブレイク 牡4栗 57 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか ケイアイファーム B490± 01：57．05 6．5�
33 マツリダウメキチ 牡4鹿 57 勝浦 正樹髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B492＋ 61：57．21� 58．8�
712 ゴールドスカル 牡4栗 57 松岡 正海�KTレーシング 武井 亮 新ひだか 平野牧場 480－111：57．52 22．2
813 セ ラ フ ァ ン 牝4鹿 55

54 ☆井上 敏樹小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 486－ 41：57．81 108．5�
45 � ショウナンハドル 牡4黒鹿57 F．ミナリク国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 松本牧場 472＋ 21：57．9クビ 52．6�

（独）

814 エドノライト 牝4栗 55
52 ▲野中悠太郎遠藤 喜松氏 松山 将樹 新ひだか 沖田 忠幸 516＋ 62：00．1大差 344．6�

11 � サバイバルチャンス 牡4栗 57
54 ▲山田 敬士福田 光博氏 根本 康広 日高 沖田牧場 488＋142：00．31 207．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，485，600円 複勝： 41，826，200円 枠連： 21，306，900円
馬連： 84，040，700円 馬単： 36，845，400円 ワイド： 44，849，000円
3連複： 101，419，100円 3連単： 138，465，000円 計： 501，237，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 270円 � 170円 枠 連（3－4） 2，480円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 5，860円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 490円 �� 640円

3 連 複 ��� 3，590円 3 連 単 ��� 24，520円

票 数

単勝票数 計 324856 的中 � 43389（3番人気）
複勝票数 計 418262 的中 � 56759（3番人気）� 34241（5番人気）� 72682（2番人気）
枠連票数 計 213069 的中 （3－4） 6648（11番人気）
馬連票数 計 840407 的中 �� 19432（13番人気）
馬単票数 計 368454 的中 �� 4708（21番人気）
ワイド票数 計 448490 的中 �� 10105（14番人気）�� 24519（6番人気）�� 18038（7番人気）
3連複票数 計1014191 的中 ��� 21180（11番人気）
3連単票数 計1384650 的中 ��� 4094（77番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．5―13．1―12．4―12．8―13．4―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．6―49．7―1：02．1―1：14．9―1：28．3―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．4
1
3
7，8，13（6，12）（3，1，9，14）10，5，11－4－2・（7，8）13（6，12）（9，10，11，4）3，14（5，2）－1

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

勝馬の
紹 介

�エンパイアステート �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 A.P. Indy

2013．3．20生 	5鹿 母 コ ム フ レ イ 母母 Myhrr 8戦1勝 賞金 15，630，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 エドノライト号・サバイバルチャンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月
11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。



06069 3月11日 晴 稍重 （30中山2）第6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，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

22 フリージングレイン 牡4鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 522－ 62：02．3 5．5�
45 エニグマバリエート 牡6青鹿57 吉田 隼人平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B494＋ 42：02．72� 5．8�
11 ケルフロイデ 牡5鹿 57 F．ミナリク �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492＋ 2 〃 クビ 9．3�

（独）

812 ホットファイヤー 牡5鹿 57 勝浦 正樹西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 470－ 22：02．91	 25．3�
44 サブライムカイザー 牡6鹿 57 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 504－ 2 〃 クビ 7．8	
56 エフティスパークル 牡5黒鹿57 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 462± 02：03．0クビ 3．2

813 ベイビーステップ 牡4鹿 57 内田 博幸大塚Ry’sCLUB 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 488－ 42：03．1� 8．6�
57 シャインアロー 
6栗 57 松岡 正海岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 464＋ 62：03．2� 26．0�
69 スズカヴァンガード 
7栗 57 西田雄一郎永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 488－ 8 〃 クビ 104．5
711 ベストドリーム 牡7鹿 57 柴田 大知堀口 晴男氏 松山 将樹 日高 日西牧場 488＋ 42：03．83� 165．9�
33 ビービーガウディ 牡4栗 57 戸崎 圭太�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 474± 0 〃 アタマ 17．1�
710 マイネルズイーガー 牡4栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 500＋ 42：04．12 11．5�
68 スワンボート 牡8鹿 57 大庭 和弥田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 482＋ 62：05．37 340．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，339，100円 複勝： 64，357，300円 枠連： 29，816，700円
馬連： 121，547，600円 馬単： 49，358，800円 ワイド： 64，850，300円
3連複： 152，533，200円 3連単： 187，078，300円 計： 713，881，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 180円 � 280円 枠 連（2－4） 1，270円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，250円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 7，320円 3 連 単 ��� 36，960円

票 数

単勝票数 計 443391 的中 � 64244（2番人気）
複勝票数 計 643573 的中 � 79008（3番人気）� 103569（2番人気）� 52188（6番人気）
枠連票数 計 298167 的中 （2－4） 18151（5番人気）
馬連票数 計1215476 的中 �� 44979（7番人気）
馬単票数 計 493588 的中 �� 8768（16番人気）
ワイド票数 計 648503 的中 �� 25336（6番人気）�� 13081（18番人気）�� 13473（16番人気）
3連複票数 計1525332 的中 ��� 15616（29番人気）
3連単票数 計1870783 的中 ��� 3669（140番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．7―49．8―1：02．9―1：15．3―1：26．9―1：38．6―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．4
1
3
10，2－（1，8，13）（3，4，6）（5，7，12）－9－11・（10，2）11（1，8，13，9）（3，4，6）（5，7，12）

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

勝馬の
紹 介

フリージングレイン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．24 福島5着

2014．4．21生 牡4鹿 母 レインダンス 母母 レ ン Ⅱ 18戦3勝 賞金 46，651，000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。

06070 3月11日 晴 稍重 （30中山2）第6日 第10競走 ��
��1，600�

こ ち

東風ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

55 ミュゼエイリアン 	6鹿 56 F．ミナリク菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 494＋121：35．3 26．6�
（独）

44 タイセイサミット 牡5栗 56 内田 博幸田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム B488－ 4 〃 クビ 3．7�
812 シ ュ ウ ジ 牡5鹿 58 戸崎 圭太安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 502± 01：35．61
 3．8�
56 ミッキージョイ 牡6鹿 56 吉田 隼人野田みづき氏 萩原 清 新ひだか 矢野牧場 494－ 6 〃 アタマ 9．9�
33 クラリティシチー 牡7鹿 56 勝浦 正樹 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 494－ 4 〃 ハナ 41．3�
710� ア イ ラ イ ン 牝6黒鹿54 柴田 大知	アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 472－ 21：35．7� 28．2

22 トーキングドラム 牡8鹿 58 田中 勝春下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 478－ 2 〃 ハナ 39．3�
67 ロジチャリス 牡6栗 57 大野 拓弥久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 564＋ 4 〃 アタマ 4．4
11 ダイワリベラル 牡7黒鹿57 津村 明秀大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B530－ 6 〃 クビ 11．5�
811 ムーンクレスト 牡6鹿 57 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 470－ 81：35．91 5．9�
68 ハローユニコーン 牝4鹿 54 丸田 恭介 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 456＋161：36．0� 81．6�
79 ノットフォーマル 牝6黒鹿54 江田 照男芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 482＋101：36．53 61．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，383，600円 複勝： 67，175，600円 枠連： 32，265，800円
馬連： 164，055，700円 馬単： 68，991，200円 ワイド： 76，692，400円
3連複： 199，341，100円 3連単： 284，978，500円 計： 947，883，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，660円 複 勝 � 620円 � 190円 � 170円 枠 連（4－5） 1，810円

馬 連 �� 5，330円 馬 単 �� 15，730円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 2，680円 �� 530円

3 連 複 ��� 9，710円 3 連 単 ��� 99，280円

票 数

単勝票数 計 543836 的中 � 16351（7番人気）
複勝票数 計 671756 的中 � 20863（8番人気）� 100452（3番人気）� 125577（1番人気）
枠連票数 計 322658 的中 （4－5） 13758（9番人気）
馬連票数 計1640557 的中 �� 23814（16番人気）
馬単票数 計 689912 的中 �� 3288（47番人気）
ワイド票数 計 766924 的中 �� 11367（16番人気）�� 7032（31番人気）�� 39630（6番人気）
3連複票数 計1993411 的中 ��� 15383（28番人気）
3連単票数 計2849785 的中 ��� 2081（296番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．5―36．4―48．7―1：00．6―1：12．2―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミュゼエイリアン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．7．19 福島1着

2012．2．1生 	6鹿 母 エールスタンス 母母 エリンバード 18戦3勝 賞金 104，065，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
※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



06071 3月11日 晴 稍重 （30中山2）第6日 第11競走 ��
��1，600�アネモネステークス

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

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000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
1：30．7
1：30．7

良
良

45 ハーレムライン 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 456－ 21：35．5 2．7�
11 レッドレグナント 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：35．71� 3．9�
22 ノーブルアース 牝3黒鹿54 内田 博幸吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 466± 01：36．02 13．2�
56 ダンシングチコ 牝3鹿 54 丸田 恭介石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 470－ 81：36．21� 30．5�
812 プリンセスノンコ 牝3栗 54 F．ミナリク山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454－ 41：36．41� 8．9�

（独）

813 レッドイリーゼ 牝3青鹿54 松岡 正海 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 442－121：36．5� 7．0	
711 ラ テ ュ ロ ス 牝3鹿 54 吉田 隼人 
社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－14 〃 クビ 13．2�
710 イルーシヴグレイス 牝3鹿 54 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 396± 01：36．6クビ 58．6�
33 クリノフラッシュ 牝3青鹿54 田中 勝春栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 418－ 41：36．7	 92．9
57 アングレーム 牝3黒鹿54 江田 照男 
キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 444＋ 61：36．8クビ 22．1�
68 テンワールドレイナ 牝3栗 54 柴田 善臣天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 462＋ 21：36．9	 22．1�
69 ダノングレース 牝3鹿 54 蛯名 正義�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 418＋ 6 〃 クビ 16．7�
44 ムーランナヴァン 牝3鹿 54 津村 明秀 
サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 432＋121：37．43 64．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 127，391，000円 複勝： 140，697，700円 枠連： 81，810，300円 馬連： 401，371，900円 馬単： 170，005，500円
ワイド： 163，143，700円 3連複： 521，614，100円 3連単： 826，356，900円 5重勝： 706，908，800円 計： 3，139，299，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 150円 � 260円 枠 連（1－4） 540円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 250円 �� 650円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 8，420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����� 2，980，940円

票 数

単勝票数 計1273910 的中 � 373887（1番人気）
複勝票数 計1406977 的中 � 378573（1番人気）� 242196（2番人気）� 96875（5番人気）
枠連票数 計 818103 的中 （1－4） 116251（1番人気）
馬連票数 計4013719 的中 �� 595201（1番人気）
馬単票数 計1700055 的中 �� 139826（1番人気）
ワイド票数 計1631437 的中 �� 191090（1番人気）�� 60180（6番人気）�� 42068（11番人気）
3連複票数 計5216141 的中 ��� 162323（4番人気）
3連単票数 計8263569 的中 ��� 71086（11番人気）
5重勝票数 計7069088 的中 ����� 166

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．8―48．0―1：00．2―1：12．3―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

ハーレムライン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 グルームダンサー デビュー 2017．8．20 新潟4着

2015．2．20生 牝3鹿 母 マ ク リ ス 母母 マツクホープ 7戦3勝 賞金 37，222，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりハーレムライン号・レッドレグナント号は，桜花賞（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。

06072 3月11日 晴 稍重 （30中山2）第6日 第12競走 ��
��1，200�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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

24 � メイショウボンロク 牡7栗 57 城戸 義政松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 502＋ 41：12．0 30．9�
23 シアーライン 牡5鹿 57 戸崎 圭太吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 528－ 2 〃 クビ 2．8�
48 ワイドリーザワン 牡6黒鹿57 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454± 0 〃 ハナ 17．9�
816� フジノパンサー 牡5鹿 57 丹内 祐次久保 佳和氏 古賀 史生 新ひだか 岡田スタツド B500＋ 21：12．42 18．6�
713	 アスタースウィング 牡4栗 57 津村 明秀加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC B508＋ 81：12．5
 7．4�
510 ウエスタンオウジ �8鹿 57 柴田 善臣西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム B482－ 21：12．6クビ 216．4�
47 ビービーサレンダー 牡5鹿 57 内田 博幸	坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 500－ 2 〃 ハナ 5．4

612 タケルラグーン 牡6鹿 57 大野 拓弥森 保彦氏 池上 昌和 平取 びらとり牧場 B490± 0 〃 アタマ 15．8�
12 � テキスタイルアート �6青鹿57 原田 和真岡田 壮史氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 476－ 6 〃 クビ 54．3�
611 スビールアスール 牝4黒鹿55 吉田 隼人アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 476＋ 41：12．91
 8．5�
11 トブガゴトク 牡5芦 57 蛯名 正義松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 504± 01：13．0� 14．1�
35 オーバースペック 牡4青鹿57 岩部 純二	ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 496－ 41：13．2
 128．8�
815 ボ ル ド ネ ス �6鹿 57

54 ▲野中悠太郎G1レーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム B504± 01：13．3
 133．4�
36 	 セイウンストリーム 牡4鹿 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 米 Jack

Swain III 474± 01：13．93� 15．5�
714 サ ル タ ー ト 牝4栗 55 F．ミナリク 	サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：14．0� 42．1�

（独）

59 アズールムーン 牝4栗 55 石橋 脩 	シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 528± 01：14．21 15．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 101，097，900円 複勝： 130，886，100円 枠連： 65，060，600円
馬連： 248，906，100円 馬単： 101，669，400円 ワイド： 155，345，300円
3連複： 359，779，100円 3連単： 472，696，400円 計： 1，635，440，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，090円 複 勝 � 610円 � 160円 � 390円 枠 連（2－2） 3，770円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 9，550円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 3，190円 �� 860円

3 連 複 ��� 10，980円 3 連 単 ��� 81，980円

票 数

単勝票数 計1010979 的中 � 26123（11番人気）
複勝票数 計1308861 的中 � 44516（11番人気）� 294022（1番人気）� 75201（7番人気）
枠連票数 計 650606 的中 （2－2） 13347（16番人気）
馬連票数 計2489061 的中 �� 59025（12番人気）
馬単票数 計1016694 的中 �� 7977（30番人気）
ワイド票数 計1553453 的中 �� 34902（12番人気）�� 12094（39番人気）�� 47824（6番人気）
3連複票数 計3597791 的中 ��� 24563（36番人気）
3連単票数 計4726964 的中 ��� 4180（269番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―12．3―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．2―46．5―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイショウボンロク �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 アグネスデジタル

2011．4．17生 牡7栗 母 ディープセーマ 母母 リアフォーモサ 24戦2勝 賞金 36，776，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 テキスタイルアート号の騎手原田和真は，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10，000円。（被害馬：6番・
7番）
ワイドリーザワン号の騎手横山和生は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・6
番）

※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） 2頭 セクシーボーイ号・フクノグリュック号
※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。

５レース目



（30中山2）第6日 3月11日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 173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

220，370，000円
5，180，000円
18，830，000円
1，260，000円
24，310，000円
70，351，500円
4，498，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
587，131，000円
760，545，200円
352，840，000円
1，469，656，900円
665，002，900円
797，776，800円
1，943，354，700円
2，769，588，400円
706，908，800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 10，052，804，700円

総入場人員 21，169名 （有料入場人員 19，306名）
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