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06061 3月10日 晴 稍重 （31中山2）第6日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 ボンドロール 牝3鹿 54 江田 照男ディアレストクラブ� 矢野 英一 浦河 不二牧場 458＋ 21：56．8 5．8�
12 ブルーコーラル 牝3栗 54 三浦 皇成 �ローレルレーシング 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 436＋ 21：56．9� 5．3�
35 トーセンコハク 牝3栗 54 横山 和生島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 6 〃 クビ 19．8�
612 ジューンバラード 牝3青鹿54 戸崎 圭太吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 416＋ 41：57．32� 2．6�
47 フォーアネーム 牝3鹿 54 蛯名 正義 	フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 496＋ 21：57．51� 26．8

59 ラブインブルーム 牝3青鹿 54

52 △菊沢 一樹	大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 416－ 61：57．6� 7．9�

510 リーピングリーズン 牝3青鹿54 田辺 裕信 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 奥村 武 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 492－ 41：58．13 7．0�
36 ガ ウ ナ 牝3栗 54 田中 勝春酒井 喜生氏 久保田貴士 浦河 小林 仁 478－101：58．73� 16．1
23 ログインボーナス 牝3黒鹿 54

52 △野中悠太郎�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 452＋ 21：59．12� 75．6�
48 ビレッジベルベ 牝3栗 54 松岡 正海村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 432－161：59．41� 40．5�
714 オスカーティアラ 牝3鹿 54 内田 博幸森 保彦氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 470－ 41：59．82� 30．4�
24 ウジラーサン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也瀬谷 �雄氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 432＋ 21：59．9� 146．5�
611 テ ィ ヤ ム 牝3青鹿54 伊藤 工真藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 440－ 8 〃 アタマ 118．4�
713 シオンコタン 牝3鹿 54 村田 一誠村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 2 〃 アタマ 256．4�
815 デルマシャンゼリゼ 牝3鹿 54

51 ▲大塚 海渡浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 454－ 42：00．0� 145．8�
816 ノ ル ニ ル 牝3栗 54 原田 和真小川 敏夫氏 小桧山 悟 日高 木村牧場 424－ 82：01．17 271．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，892，400円 複勝： 42，438，600円 枠連： 18，286，500円
馬連： 59，925，500円 馬単： 30，789，700円 ワイド： 42，531，900円
3連複： 91，589，000円 3連単： 113，653，700円 計： 427，107，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 160円 � 500円 枠 連（1－1） 1，730円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 620円 �� 2，310円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 14，240円 3 連 単 ��� 61，440円

票 数

単勝票数 計 278924 的中 � 38311（3番人気）
複勝票数 計 424386 的中 � 49397（4番人気）� 82049（2番人気）� 17114（7番人気）
枠連票数 計 182865 的中 （1－1） 8168（6番人気）
馬連票数 計 599255 的中 �� 29448（5番人気）
馬単票数 計 307897 的中 �� 6674（11番人気）
ワイド票数 計 425319 的中 �� 18875（5番人気）�� 4587（27番人気）�� 4913（23番人気）
3連複票数 計 915890 的中 ��� 4823（40番人気）
3連単票数 計1136537 的中 ��� 1341（180番人気）

ハロンタイム 12．9―12．3―13．4―13．8―12．6―12．5―12．9―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．2―38．6―52．4―1：05．0―1：17．5―1：30．4―1：43．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ボンドロール �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．1．13 京都6着

2016．5．3生 牝3鹿 母 ディアルーモ 母母 アインアイン 2戦1勝 賞金 5，000，000円

06062 3月10日 晴 稍重 （31中山2）第6日 第2競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

11 トモジャドット 牡3栗 56 津村 明秀吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 新冠 ハクツ牧場 B532－ 21：12．0 9．1�
816 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 450 ―1：12．42� 20．3�
59 アールランペイジ 牡3鹿 56 戸崎 圭太前原 敏行氏 伊藤 大士 平取 北島牧場 494＋ 21：12．61� 2．1�
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 490－ 61：12．81� 19．9�
47 ジョガールボニート 牡3青鹿56 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 448－ 6 〃 クビ 4．8�
24 ゼネラルヴィント 牡3黒鹿56 宮崎 北斗 �ジェネラルレーシング 伊藤 伸一 新冠 レジェンドファーム 504－ 41：13．01 6．8	
12 ニシノビアンカ 牝3芦 54 内田 博幸西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか ヒサイファーム 454－ 61：13．32 134．6

612 ア ラ ニ 牝3栗 54

52 △野中悠太郎平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 荒木 貴宏 456－10 〃 クビ 195．9�
611 ゴーインピース 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 428－ 81：13．4クビ 22．5
35 サマーアイランド 牡3青 56 田辺 裕信�酒井牧場 奥村 武 浦河 酒井牧場 516＋ 21：13．61� 8．3�
510 シゲルキャッツアイ 牝3栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか 土田農場 440－ 41：13．7� 166．4�
815 クリアセーリング 牡3黒鹿56 松岡 正海水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 470－ 21：14．12� 64．4�
23 ヤマニンポラール �3黒鹿56 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 442 ―1：14．73� 166．0�
714 レジーナトウショウ 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良永山 勝敏氏 武市 康男 新冠 つつみ牧場 448－161：16．19 194．1�
36 ヨ ウ コ ウ 牡3鹿 56 原田 和真中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 468 ―1：24．5大差 172．3�
713 ミキノビックリバコ 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 504 ― （競走中止） 178．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，848，800円 複勝： 44，350，400円 枠連： 14，267，800円
馬連： 60，054，700円 馬単： 32，551，600円 ワイド： 44，503，500円
3連複： 85，831，800円 3連単： 118，775，400円 計： 434，184，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 240円 � 450円 � 140円 枠 連（1－8） 5，570円

馬 連 �� 9，870円 馬 単 �� 21，410円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 520円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 7，330円 3 連 単 ��� 75，530円

票 数

単勝票数 計 338488 的中 � 29576（5番人気）
複勝票数 計 443504 的中 � 42820（5番人気）� 18806（7番人気）� 114130（1番人気）
枠連票数 計 142678 的中 （1－8） 1982（18番人気）
馬連票数 計 600547 的中 �� 4715（26番人気）
馬単票数 計 325516 的中 �� 1140（48番人気）
ワイド票数 計 445035 的中 �� 5008（24番人気）�� 23623（5番人気）�� 10528（12番人気）
3連複票数 計 858318 的中 ��� 8781（24番人気）
3連単票数 計1187754 的中 ��� 1140（201番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―12．1―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．4―46．5―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トモジャドット �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．8 東京16着

2016．3．19生 牡3栗 母 グラッドリー 母母 プ チ ア ノ 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔競走中止〕 ミキノビックリバコ号は，競走中に疾病〔左下腿骨粉砕骨折〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
〔その他〕 レジーナトウショウ号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヨウコウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月10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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 オルオル号・スズカキッド号・ミラクルアゲイン号
（非抽選馬） 2頭 チャコリーナ号・バブリン号

第２回 中山競馬 第６日



06063 3月10日 曇 稍重 （31中山2）第6日 第3競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

56 クリスタロス 牡3黒鹿56 田辺 裕信吉田 照哉氏 大江原 哲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 41：56．7 1．9�

812 フーズサイド 牡3黒鹿56 武士沢友治西森 鶴氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 462－ 21：57．34 4．0�
69 テンプテーション 牡3鹿 56 松岡 正海嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 岡田牧場 472＋ 21：57．4� 28．2�
44 ト ゥ ル ボ ー 牡3栗 56

55 ☆武藤 雅�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486－ 21：57．5クビ 14．7�

57 ジェイケイエース 牡3鹿 56 内田 博幸小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 532± 0 〃 ハナ 6．3�
68 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 482＋ 4 〃 クビ 32．9	
11 シナリオライン 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 B502＋ 41：57．92 15．4


22 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 476－101：58．53� 177．9�
813 ギャップオブリアル 牡3黒鹿56 津村 明秀 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 458－ 21：58．71� 23．7
710 ユイノニュータイプ 牡3青鹿56 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 若林牧場 476＋ 22：00．08 23．0�
45 ジムマシーン 牡3栗 56

54 △野中悠太郎臼井義太郎氏 清水 英克 新冠 細川農場 486＋ 2 〃 アタマ 212．3�
33 ゼヒニオヨバズ 牡3黒鹿56 柴田 大知サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 542＋ 62：02．7大差 70．6�
711 ハヤテジョー 牡3黒鹿56 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 496＋ 2 〃 クビ 46．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，821，700円 複勝： 53，248，500円 枠連： 13，963，100円
馬連： 58，077，900円 馬単： 33，263，200円 ワイド： 44，363，600円
3連複： 83，859，400円 3連単： 136，385，400円 計： 453，982，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 340円 枠 連（5－8） 240円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 180円 �� 780円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 4，580円

票 数

単勝票数 計 308217 的中 � 126604（1番人気）
複勝票数 計 532485 的中 � 247416（1番人気）� 86952（2番人気）� 18397（6番人気）
枠連票数 計 139631 的中 （5－8） 43366（1番人気）
馬連票数 計 580779 的中 �� 152740（1番人気）
馬単票数 計 332632 的中 �� 55648（1番人気）
ワイド票数 計 443636 的中 �� 84246（1番人気）�� 12420（10番人気）�� 8173（17番人気）
3連複票数 計 838594 的中 ��� 35556（6番人気）
3連単票数 計1363854 的中 ��� 21583（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．3―38．0―51．1―1：04．4―1：17．5―1：30．6―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

クリスタロス �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2018．10．21 東京2着

2016．4．1生 牡3黒鹿 母 ネオザミスティック 母母 ルヴァーガール 5戦1勝 賞金 11，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼヒニオヨバズ号・ハヤテジョー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月

10日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 プラチナポセイドン号（疾病〔右前挫跖〕のため）
※モリトシュン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

06064 3月10日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（31中山2）第6日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
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3：10．2良・良

812� セガールフォンテン 牡9栗 60 江田 勇亮吉橋 興生氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 502＋163：14．7 3．5�
710� ワンダープレジール 牡7黒鹿60 植野 貴也山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか フクダファーム 462－10 〃 ハナ 2．8�
55 � マ ス ト ワ ン 牡6栗 60 五十嵐雄祐木村 廣太氏 天間 昭一 浦河 山田牧場 500＋ 23：15．44 10．4�
68 オースミベリル 牡5栗 60 熊沢 重文�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 482－ 63：15．71� 7．9�
44 ロ ス カ ボ ス 	6黒鹿60 大江原 圭吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 494＋ 43：16．12
 18．1�
11 � カポラヴォーロ 牡4栗 59 上野 翔 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 米 Debra Ann
Shehadi 492－ 43：16．2
 20．0	

79 シャイニードライヴ 	5鹿 60 蓑島 靖典小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 454－ 23：16．3� 34．6

33 ブルーガーディアン 牡7黒鹿60 石神 深一 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 504＋203：16．93
 6．4�
56 タ ニ ガ ワ 牡6鹿 60 原田 和真江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 490＋ 23：20．2大差 67．9�
811� レオクイック 牡7鹿 60 小野寺祐太坂田 行夫氏 深山 雅史 浦河 田中スタッド 468± 03：20．51� 19．6
22 トーアスサノオー 牡4栗 59 草野 太郎高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 486＋ 43：24．6大差 90．4�
67 � アーネストホープ 牡5栗 60 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 4 （競走中止） 40．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 21，499，900円 複勝： 24，677，400円 枠連： 11，407，300円
馬連： 44，147，000円 馬単： 22，309，300円 ワイド： 27，601，300円
3連複： 63，876，100円 3連単： 92，472，400円 計： 307，990，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 110円 � 230円 枠 連（7－8） 340円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 230円 �� 700円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 6，980円

票 数

単勝票数 計 214999 的中 � 48938（2番人気）
複勝票数 計 246774 的中 � 54526（2番人気）� 71094（1番人気）� 17335（5番人気）
枠連票数 計 114073 的中 （7－8） 25733（1番人気）
馬連票数 計 441470 的中 �� 88628（1番人気）
馬単票数 計 223093 的中 �� 17135（2番人気）
ワイド票数 計 276013 的中 �� 37085（1番人気）�� 9093（8番人気）�� 10252（6番人気）
3連複票数 計 638761 的中 ��� 24361（4番人気）
3連単票数 計 924724 的中 ��� 9602（12番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 52．4－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�セガールフォンテン �
�
父 ゴ ー カ イ �

�
母父 パラダイスクリーク

2010．5．16生 牡9栗 母 ジターナフォンテン 母母 クインポイント 障害：15戦1勝 賞金 21，680，000円
地方デビュー 2013．9．10 船橋

〔競走中止〕 アーネストホープ号は，2周目3号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ワンダープレジール号の騎手植野貴也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



06065 3月10日 曇 良 （31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 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 526 ―2：15．7 5．2�
（独）

714 ラヴィアンレーヴ 牡3鹿 56 津村 明秀 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 444－ 62：15．8� 25．7�
36 ブライティアセルバ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 432＋ 42：16．11� 3．2�
11 グランヴィスタ 牡3栗 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 516＋ 62：16．2� 5．3�
24 オセアグレイト 牡3鹿 56 三浦 皇成 IHR 菊川 正達 新ひだか 下屋敷牧場 486－ 4 〃 クビ 6．5�
612 ゲットリズム 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子ジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506± 02：16．52 54．4	

23 マイネルペンドラム 牡3栗 56 柴田 大知 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 22：16．71� 10．5�

48 ダイワエターナル 牝3鹿 54 勝浦 正樹大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 450－ 4 〃 クビ 19．4�
35 フライクーゲル 牡3鹿 56 松山 弘平水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 476－ 22：16．8クビ 13．5
815 ショウチクバイ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 宗像 義忠 新冠 小泉 学 482－ 62：17．01� 131．5�
816 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 466－142：17．21� 12．2�
510 ゴ ン ジ セ 牝3黒鹿 54

51 ▲菅原 明良西森 鶴氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 460＋ 6 〃 ハナ 139．1�
12 スタープレゼンス 牡3栗 56 内田 博幸�ヤナガワ牧場 黒岩 陽一 日高 ヤナガワ牧場 434＋ 42：17．73 53．6�
611 テイエムワンダー 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム
牧場株式会社 408－ 62：18．33� 172．8�

59 フライトストリーム 牡3黒鹿56 石川裕紀人 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 480＋ 82：18．51� 120．0�
713 ウインコンダクター 牡3黒鹿 56

54 △菊沢 一樹
ウイン 畠山 吉宏 浦河 ディアレスト
クラブ 464＋102：18．81� 259．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，639，600円 複勝： 61，084，700円 枠連： 19，871，000円
馬連： 84，170，600円 馬単： 39，126，400円 ワイド： 59，471，200円
3連複： 118，848，600円 3連単： 140，224，100円 計： 566，436，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 650円 � 150円 枠 連（4－7） 5，100円

馬 連 �� 10，060円 馬 単 �� 14，930円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 460円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 11，460円 3 連 単 ��� 88，010円

票 数

単勝票数 計 436396 的中 � 66309（2番人気）
複勝票数 計 610847 的中 � 73210（4番人気）� 17554（9番人気）� 143306（1番人気）
枠連票数 計 198710 的中 （4－7） 3015（15番人気）
馬連票数 計 841706 的中 �� 6484（30番人気）
馬単票数 計 391264 的中 �� 1965（54番人気）
ワイド票数 計 594712 的中 �� 4966（31番人気）�� 36552（3番人気）�� 6208（28番人気）
3連複票数 計1188486 的中 ��� 7774（42番人気）
3連単票数 計1402241 的中 ��� 1155（305番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．2―36．5―49．2―1：02．0―1：14．8―1：27．4―1：39．9―1：52．1―2：03．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．8
1
3
9（11，15）16（1，5，12）（3，6）13（4，7，8）－（10，14）－2
9（11，15）（1，16）（3，5，6，12）（7，4，8）－（13，14）－10，2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ス マ イ ル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mr. Greeley 初出走

2016．2．28生 牡3鹿 母 アシュレイリバー 母母 チャールストンハーバー 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔3走成績による出走制限〕 テイエムワンダー号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月10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。

06066 3月10日 曇 良 （31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00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

810 ザ ダ ル 牡3栗 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 484－ 22：01．2 9．0�
22 レターオンザサンド 牡3芦 56 津村 明秀小川 勲氏 藤岡 健一 浦河 チェスナット

ファーム 486± 0 〃 クビ 4．9�
77 ヴァンランディ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 450＋ 62：01．41� 1．9�
55 � ヴィエナブロー 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子吉田 千津氏 林 徹 仏 Mr Hubert
Mazeaud 442－ 22：01．93 5．3�

66 ウレキサイト 牡3芦 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 502＋ 22：02．32	 7．9�
11 マイネルエキサイト 牡3青鹿56 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新ひだか 坂本 春雄 478＋ 22：02．51	 48．8

78 マジェスティゲート 牡3鹿 56 石川裕紀人 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 平取 清水牧場 468－102：03．13	 12．3�
33 ジユウノメガミ 牝3鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 加藤士津八 新冠 大栄牧場 468＋ 22：04．69 232．9�
44 アトミックスワップ 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎田頭 勇貴氏 古賀 史生 日高 門別牧場 454± 02：04．81� 221．3
89 マンゴープリン 牝3黒鹿54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 小倉 光博 426－ 42：07．1大差 204．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 56，530，600円 複勝： 49，151，300円 枠連： 12，959，500円
馬連： 75，534，500円 馬単： 45，289，300円 ワイド： 45，966，800円
3連複： 86，907，200円 3連単： 174，302，600円 計： 546，641，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 170円 � 150円 � 110円 枠 連（2－8） 1，540円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 520円 �� 310円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 13，560円

票 数

単勝票数 計 565306 的中 � 50199（5番人気）
複勝票数 計 491513 的中 � 58641（5番人気）� 73297（3番人気）� 151102（1番人気）
枠連票数 計 129595 的中 （2－8） 6483（9番人気）
馬連票数 計 755345 的中 �� 29971（10番人気）
馬単票数 計 452893 的中 �� 7530（20番人気）
ワイド票数 計 459668 的中 �� 20509（9番人気）�� 39194（4番人気）�� 43201（3番人気）
3連複票数 計 869072 的中 ��� 49549（5番人気）
3連単票数 計1743026 的中 ��� 9317（53番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．8―12．0―12．3―12．4―12．7―12．4―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―35．8―47．8―1：00．1―1：12．5―1：25．2―1：37．6―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．0
1
3
・（1，8）2－6（4，5，10）9（3，7）
8，1，2－6，5，10，7－（4，3，9）

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

勝馬の
紹 介

ザ ダ ル �
�
父 トーセンラー �

�
母父 Lemon Drop Kid デビュー 2019．1．12 中山1着

2016．2．12生 牡3栗 母 シ ー ザ シ ー 母母 Magic Broad 2戦2勝 賞金 13，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マンゴープリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月10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〕 アトミックスワップ号・マンゴープリン号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月10日まで

平地競走に出走できない。



06067 3月10日 曇 良 （31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30分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

611� アストロローグ �4鹿 57
55 △野中悠太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 494＋ 21：11．9 2．8�
816 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＋ 21：12．0クビ 21．1�
24 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＋ 2 〃 クビ 6．3�
815 ノボベイビー 牡4栗 57 F．ミナリク�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 480－ 21：12．1クビ 4．2�

（独）

510 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 474± 0 〃 アタマ 13．6�
612 オ ー ル デ ン 牡5鹿 57 内田 博幸金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 456－ 2 〃 アタマ 7．1	
48 � ハ ル メ キ 牝4黒鹿55 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新冠 三村 卓也 452＋ 81：12．41� 176．3

714� レ イ デ マ ー 牡4黒鹿57 戸崎 圭太戸佐 眞弓氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 498－ 41：12．72 27．4�
59 � ヌンジュリエット 牝5黒鹿55 石川裕紀人ヌンクラブ� 清水 英克 日高 ナカノファーム 486＋101：12．8クビ 180．1�
47 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 442－ 2 〃 クビ 54．3
35 リトルレグルス 牡5鹿 57

55 △菊沢 一樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 492－ 61：12．9クビ 47．1�
713� 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 480± 0 〃 クビ 19．9�
23 シャイニングボルト 牡5黒鹿 57

54 ▲大塚 海渡�ラ・メール 勢司 和浩 浦河 辻 牧場 478＋ 41：13．0	 167．9�
11 アンチャーテッド 牡5鹿 57

54 ▲藤田菜七子吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 池添 安雄 450± 01：13．21	 18．4�
36 ウ メ タ ロ ウ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 498－ 41：13．4� 41．5�
12 ササノユキオルフェ 牡4栗 57 丸田 恭介佐々木幸弘氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 504－ 41：13．71� 38．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，517，700円 複勝： 57，266，600円 枠連： 23，762，900円
馬連： 89，574，400円 馬単： 39，052，300円 ワイド： 63，264，000円
3連複： 129，279，000円 3連単： 158，455，000円 計： 603，171，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 620円 � 180円 枠 連（6－8） 500円

馬 連 �� 6，280円 馬 単 �� 8，120円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 340円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 9，890円 3 連 単 ��� 53，750円

票 数

単勝票数 計 425177 的中 � 117919（1番人気）
複勝票数 計 572666 的中 � 130626（1番人気）� 16703（9番人気）� 84942（2番人気）
枠連票数 計 237629 的中 （6－8） 36460（1番人気）
馬連票数 計 895744 的中 �� 11039（20番人気）
馬単票数 計 390523 的中 �� 3604（28番人気）
ワイド票数 計 632640 的中 �� 9088（17番人気）�� 54154（2番人気）�� 6461（25番人気）
3連複票数 計1292790 的中 ��� 9801（33番人気）
3連単票数 計1584550 的中 ��� 2137（157番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．8―12．4―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―34．3―46．7―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アストロローグ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 フォーティナイナー

2015．3．4生 �4鹿 母 フォーチュネイター 母母 ノーノーネヴアー 7戦1勝 賞金 13，500，000円
初出走 JRA

※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 サンクタリリアス号
（非抽選馬） 3頭 タイセイラビッシュ号・ブレイブウォリアー号・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。

06068 3月10日 曇 良 （31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
1：48．5
1：47．8

重
重

34 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 518－ 41：54．7 44．9�
58 ロージズキング 牡4栗 57

56 ☆木幡 巧也鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B512－ 61：54．8� 5．1�
11 キ ル ロ ー ド 牡4鹿 57 三浦 皇成エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 502＋ 41：55．11	 2．5�
45 レ ア バ ー ド 牡4鹿 57 田中 勝春田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 536± 0 〃 クビ 22．2�
46 グ ロ グ ラ ン 牝4栗 55 武士沢友治藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 476－ 21：55．2	 110．7�
22 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 510－121：55．3クビ 10．1

57 
 ディスカバー 牡5鹿 57 戸崎 圭太村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 476－ 4 〃 クビ 10．3�
610
 ホウオウサマンサ 牝4栗 55

52 ▲菅原 明良小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 440± 01：55．83 207．9�
711 サクラトップスター 牡4栗 57

55 △菊沢 一樹�トップフェロウ奥平 雅士 新冠 細川農場 462－ 41：56．0	 49．4
813 ヴィーグリーズ 牡5鹿 57

55 △野中悠太郎	服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 健太郎 472± 01：56．21� 202．1�
814 プロトスター 牡4栗 57 吉田 豊 	社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 488－ 2 〃 ハナ 7．6�
33 ヴェルトゥアル 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子 	シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480＋ 21：56．52 11．7�

712 ナスノカンザン 牡5鹿 57 F．ミナリク�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 508－ 41：56．92� 7．2�

（独）

69 
 ゴールドムーン 牝4鹿 55 勝浦 正樹野口 弘司氏 浅野洋一郎 浦河 大道牧場 440－ 41：57．21	 185．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 47，688，000円 複勝： 56，948，100円 枠連： 22，949，200円
馬連： 93，619，800円 馬単： 43，444，300円 ワイド： 59，044，700円
3連複： 125，645，100円 3連単： 162，839，300円 計： 612，178，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，490円 複 勝 � 730円 � 180円 � 140円 枠 連（3－5） 1，830円

馬 連 �� 9，570円 馬 単 �� 28，830円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 1，780円 �� 330円

3 連 複 ��� 9，530円 3 連 単 ��� 117，820円

票 数

単勝票数 計 476880 的中 � 8487（9番人気）
複勝票数 計 569481 的中 � 13751（9番人気）� 85144（2番人気）� 134320（1番人気）
枠連票数 計 229492 的中 （3－5） 9706（10番人気）
馬連票数 計 936198 的中 �� 7574（30番人気）
馬単票数 計 434443 的中 �� 1130（69番人気）
ワイド票数 計 590447 的中 �� 5396（31番人気）�� 7944（23番人気）�� 52560（1番人気）
3連複票数 計1256451 的中 ��� 9878（37番人気）
3連単票数 計1628393 的中 ��� 1002（367番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．6―51．0―1：03．7―1：16．3―1：28．9―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．4
1
3
1，14（5，9）（6，8）10（7，11，13）（2，12）3－4・（1，14）8（5，9）（6，3）11（7，10，4）2，13，12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハルカノテソーロ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．4．1 中山4着

2014．4．18生 牡5鹿 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 15戦2勝 賞金 18，850，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01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。



06069 3月10日 曇 良 （31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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

811 イ ェ ッ ツ ト 牡4鹿 57 蛯名 正義近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 480－ 42：00．6 2．0�
33 ウインイクシード 牡5黒鹿57 松岡 正海�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 494＋ 4 〃 アタマ 7．4�
11 フォワードカフェ 牡7黒鹿57 内田 博幸西川 恭子氏 和田 勇介 むかわ 上水牧場 536＋162：01．23� 102．0�
44 マイネルスフェーン 牡5栗 57 柴田 大知 �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 464－ 22：01．3クビ 72．4�
78 ロードプレミアム 牡6黒鹿57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 506＋ 2 〃 クビ 26．0�
67 ショワドゥロワ 牡5黒鹿57 F．ミナリク村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 510± 02：01．4	 12．3	

（独）

79 モ ク レ レ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 518－ 42：01．5クビ 4．9


55 サブライムカイザー 牡7鹿 57 津村 明秀 �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 B502－122：01．6	 8．9�

22 フリージングレイン 牡5鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 526＋ 22：01．7� 6．5
810 セガールモチンモク 
5栗 57 武藤 雅小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B492＋ 82：02．33� 96．9�
66 コスモアルヘナ 牡7青鹿57 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 480－102：03．15 197．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 56，295，300円 複勝： 67，408，800円 枠連： 20，276，500円
馬連： 112，673，000円 馬単： 55，226，000円 ワイド： 66，221，400円
3連複： 139，803，600円 3連単： 237，281，300円 計： 755，185，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 190円 � 1，780円 枠 連（3－8） 650円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 320円 �� 4，050円 �� 7，590円

3 連 複 ��� 18，510円 3 連 単 ��� 45，090円

票 数

単勝票数 計 562953 的中 � 222413（1番人気）
複勝票数 計 674088 的中 � 178609（1番人気）� 89765（4番人気）� 6261（10番人気）
枠連票数 計 202765 的中 （3－8） 24027（3番人気）
馬連票数 計1126730 的中 �� 128883（3番人気）
馬単票数 計 552260 的中 �� 40848（3番人気）
ワイド票数 計 662214 的中 �� 63007（3番人気）�� 3853（24番人気）�� 2040（35番人気）
3連複票数 計1398036 的中 ��� 5664（44番人気）
3連単票数 計2372813 的中 ��� 3815（147番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―12．1―12．2―12．3―12．2―12．0―11．8―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．0―36．1―48．3―1：00．6―1：12．8―1：24．8―1：36．6―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イ ェ ッ ツ ト �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．12．16 中山1着

2015．4．1生 牡4鹿 母 イスタンブール 母母 アレキサンドリア 7戦3勝 賞金 44，164，000円
〔制裁〕 セガールモチンモク号の騎手武藤雅は，4コーナーで外側に斜行したことについて平成31年3月16日から平成31年3月17日

まで騎乗停止。（被害馬：2番・7番・8番・9番・11番）
〔その他〕 セガールモチンモク号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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10日 曇 良 （31中山2）第6日 第10競走 ��
��1，600�

こ ち

東風ステークス（Ｌ）
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 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

46 ジョーストリクトリ 牡5鹿 56 松岡 正海上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 504－101：34．2 36．0�
33 アストラエンブレム 	6鹿 57 三浦 皇成 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 ハナ 6．5�
813 ダイワキャグニー 牡5黒鹿56 内田 博幸大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B500± 01：34．41 8．0�
814 ミュゼエイリアン 	7鹿 57 F．ミナリク菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 492± 0 〃 クビ 13．9�

（独）

57 ゴールドサーベラス 牡7栗 56 柴田 大知田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 454－ 41：34．5
 13．6�
711 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 490－10 〃 クビ 2．4

69 テ オ ド ー ル 	6鹿 56 津村 明秀 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 538－101：34．6クビ 8．1�
58 キョウワゼノビア 牝6黒鹿54 田中 勝春�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 482－101：34．7
 55．7�
610 ヴ ェ ネ ト 牡7鹿 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 81：34．8
 16．7
712 キ ョ ウ ヘ イ 牡5鹿 56 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 442－ 81：34．9
 17．4�
45 アドマイヤリアル 牡6青鹿56 丸田 恭介近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484－101：35．0� 15．3�
34 � シベリアンスパーブ 牡10鹿 56 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 504－ 2 〃 クビ 225．4�
22 レ ア リ ス タ 牡7栗 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484－ 21：35．31� 28．0�
11 ロックディスタウン 牝4栗 54 杉原 誠人 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋201：35．93
 29．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 69，209，900円 複勝： 86，069，100円 枠連： 38，629，700円
馬連： 188，009，300円 馬単： 72，131，200円 ワイド： 104，118，500円
3連複： 259，262，100円 3連単： 324，614，100円 計： 1，142，043，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，600円 複 勝 � 690円 � 210円 � 290円 枠 連（3－4） 2，940円

馬 連 �� 11，030円 馬 単 �� 25，530円

ワ イ ド �� 3，200円 �� 4，250円 �� 920円

3 連 複 ��� 29，670円 3 連 単 ��� 275，900円

票 数

単勝票数 計 692099 的中 � 15378（12番人気）
複勝票数 計 860691 的中 � 27345（11番人気）� 126267（2番人気）� 77613（4番人気）
枠連票数 計 386297 的中 （3－4） 10163（13番人気）
馬連票数 計1880093 的中 �� 13202（38番人気）
馬単票数 計 721312 的中 �� 2119（88番人気）
ワイド票数 計1041185 的中 �� 8223（41番人気）�� 6165（50番人気）�� 30402（8番人気）
3連複票数 計2592621 的中 ��� 6552（104番人気）
3連単票数 計3246141 的中 ��� 853（838番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．6―47．4―59．3―1：10．8―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

ジョーストリクトリ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．10．23 東京1着

2014．4．17生 牡5鹿 母 ジョーアラマート 母母 タイキフレグランス 16戦4勝 賞金 102，340，000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。

２レース目



06071 3月10日 曇 良 （31中山2）第6日 第11競走 ��
��1，600�アネモネステークス（Ｌ）

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 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

612 ルガールカルム 牝3鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 460－ 21：34．4 3．5�
713 レッドアステル 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 424－ 41：34．5� 6．3�
510 ユ ナ カ イ ト 牝3栗 54 津村 明秀 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 478－ 21：34．82 6．9�
611 スマイルスター 牝3栗 54 松山 弘平飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 500－ 41：35．11� 52．9�
815 ネ リ ッ サ 牝3鹿 54 石川裕紀人木村 廣太氏 勢司 和浩 浦河 大島牧場 414－ 8 〃 ハナ 42．3	
59 エレナレジーナ 牝3鹿 54 F．ミナリク広尾レース� 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 416± 01：35．2クビ 40．7


（独）

24 ア ゴ ベ イ 牝3鹿 54 田中 勝春ゴドルフィン 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 436－ 4 〃 クビ 18．8�

47 エンドーツダ 牝3鹿 54 岩部 純二望月 雅博氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム 438－101：35．3� 26．9�
36 トーセンリスト 牝3栗 54 横山 和生島川 哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 428－ 61：35．4� 183．9�
714 オトナノジジョウ 牝3栗 54 松岡 正海内田 玄祥氏 森 秀行 新冠 中地 広大 434＋ 41：35．5� 33．1�
12 マジックリアリズム 牝3鹿 54 吉田 豊 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 442－ 61：35．71� 11．9�
35 ミディオーサ 牝3鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492＋141：35．91� 28．6�
11 アイワナビリーヴ 牝3黒鹿54 田辺 裕信 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 ハナ 3．1�
816	 デンバーテソーロ 牝3栗 54 武藤 雅了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 加 Debbie Collum &
Patricia Fairbairn 448－ 41：36．11� 54．1�

23 サンタンデール 牝3鹿 54 木幡 巧也小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 長田ファーム 422－ 41：36．2クビ 99．0�
48 アヴォンリー 牝3栗 54 野中悠太郎田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 村田牧場 456± 01：37．37 122．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 139，308，200円 複勝： 145，388，600円 枠連： 80，910，300円 馬連： 353，323，600円 馬単： 134，607，600円
ワイド： 179，951，300円 3連複： 502，816，700円 3連単： 691，718，100円 5重勝： 2，302，884，800円 計： 4，530，909，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 200円 � 200円 枠 連（6－7） 980円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 380円 �� 400円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 10，120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�����
�����

10，282，010円
1，602，650円

票 数

単勝票数 計1393082 的中 � 316806（2番人気）
複勝票数 計1453886 的中 � 304305（1番人気）� 177760（3番人気）� 166752（4番人気）
枠連票数 計 809103 的中 （6－7） 63553（5番人気）
馬連票数 計3533236 的中 �� 239197（2番人気）
馬単票数 計1346076 的中 �� 51670（4番人気）
ワイド票数 計1799513 的中 �� 126762（2番人気）�� 118747（3番人気）�� 54098（8番人気）
3連複票数 計5028167 的中 ��� 159343（4番人気）
3連単票数 計6917181 的中 ��� 49525（14番人気）
5重勝票数 計23028848 的中 ����� 101 ����� 648

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―12．0―12．3―12．4―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．9―34．3―46．3―58．6―1：11．0―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

ルガールカルム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2018．9．22 中山1着

2016．2．4生 牝3鹿 母 サンデースマイルⅡ 母母 Sensation 4戦2勝 賞金 35，402，000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 エフティイーリス号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりルガールカルム号・レッドアステル号は，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10日 曇 良 （31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 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
1：08．7
1：08．7

重
重

48 ブラックランナー 牡5鹿 57 三浦 皇成 �カナヤマホール
ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 464－ 61：11．7 2．1�

12 � グランティエラ 牡5鹿 57
55 △野中悠太郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 504± 01：11．91 7．7�
713 カレイドスコープ 牝4鹿 55

53 △菊沢 一樹�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 本桐牧場 484± 01：12．0	 41．4�
816 トロピカルスパート 牝5栗 55 吉田 豊日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 500± 0 〃 クビ 31．1�
510 ギ ン ゴ ー 牡6鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 B494－12 〃 ハナ 64．2	
23 ミ ス パ イ ロ 牝5黒鹿55 田中 勝春村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 490＋ 4 〃 クビ 5．9

11 ローレルジャック 牡6黒鹿57 松岡 正海 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 496＋ 21：12．21
 78．9�
24 シゲルコング 牡5鹿 57

54 ▲菅原 明良森中 蕃氏 田中 清隆 新ひだか 増本 良孝 508＋ 21：12．3	 35．6�
35 ウサギノダンス 牡4黒鹿57 江田 照男桐谷 敏子氏 南田美知雄 浦河 大道牧場 488＋ 6 〃 ハナ 28．0
714 パルティトゥーラ 牝5黒鹿55 津村 明秀 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 482＋101：12．4クビ 16．3�
59 メンデンホール 牝6黒鹿55 松山 弘平ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 2 〃 クビ 45．9�
47 フィールザファラオ 牡4黒鹿57 内田 博幸櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 456± 01：12．5クビ 20．0�
612 キセキノムスメ 牝6青鹿55 横山 和生�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 460± 01：12．71
 79．6�
815 シルヴァーコード 牝7芦 55 柴田 大知田上 雅春氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 494＋10 〃 クビ 12．2�
611 ノーザンクリス 牡4芦 57 F．ミナリク C．チェン氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 516－ 21：12．91
 12．5�

（独）

36 ライオンボス 牡4栗 57
56 ☆武藤 雅�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 530－ 21：13．21� 31．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 103，880，900円 複勝： 127，808，700円 枠連： 65，886，800円
馬連： 245，487，000円 馬単： 106，879，000円 ワイド： 169，192，700円
3連複： 373，956，300円 3連単： 538，342，300円 計： 1，731，433，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 190円 � 480円 枠 連（1－4） 690円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，300円 �� 3，590円

3 連 複 ��� 7，350円 3 連 単 ��� 23，080円

票 数

単勝票数 計1038809 的中 � 387755（1番人気）
複勝票数 計1278087 的中 � 378813（1番人気）� 157674（3番人気）� 45947（8番人気）
枠連票数 計 658868 的中 （1－4） 73343（2番人気）
馬連票数 計2454870 的中 �� 254516（2番人気）
馬単票数 計1068790 的中 �� 68837（2番人気）
ワイド票数 計1691927 的中 �� 152796（2番人気）�� 31611（12番人気）�� 10999（39番人気）
3連複票数 計3739563 的中 ��� 38147（21番人気）
3連単票数 計5383423 的中 ��� 16909（48番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．1―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．7―46．8―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．0
3 14，15（2，8，10）（5，6，9，13）16（4，11）3，12，7，1 4 14（2，15）8（5，10）（9，13）（6，16）（4，11）3，1（7，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブラックランナー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．8．13 小倉1着

2014．5．1生 牡5鹿 母 キャトルセゾン 母母 エミネントガール 20戦3勝 賞金 49，255，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（31中山2）第6日 3月10日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 170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

230，500，000円
5，180，000円
19，550，000円
1，240，000円
25，420，000円
70，018，500円
5，092，400円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
673，133，000円
815，840，800円
343，170，600円
1，464，597，300円
654，669，900円
906，230，900円
2，061，674，900円
2，889，063，700円
2，302，884，800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 12，111，265，900円

総入場人員 21，181名 （有料入場人員 19，369名）
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