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08037 3月18日 晴 良 （30中京2）第4日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・左）

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
1：48．9
1：47．8

重
重

57 サ ニ ー レ イ 牝3鹿 54
53 ☆小崎 綾也橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム B444－ 61：54．6 13．2�

69 サンマルリトリート 牝3黒鹿54 松若 風馬相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 510＋ 61：54．81� 2．1�

712 テイエムソレイユ 牝3鹿 54 �島 克駿竹園 正繼氏 安田 翔伍 新冠 ムラカミファーム B470－161：55．86 10．7�
610 ハイエストクイーン 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 21：56．01� 12．4�
814 ビップベリンダ 牝3黒鹿54 中谷 雄太鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 494－ 21：56．53 6．8�
34 ハ ン ド リ ー 牝3栗 54 川須 栄彦大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 426－ 61：57．24 48．2�
813 アイスミディ 牝3栗 54

53 ☆荻野 極村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 434－ 4 〃 クビ 14．4	
11 テネイシャス 牝3栗 54 藤岡 康太 
シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 448－ 61：57．4� 3．7�
45 マ エ ガ ミ 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木戸口牧場 422± 0 〃 ハナ 280．9�
46 エメラルキセキ 牝3青鹿54 太宰 啓介高橋 勉氏 服部 利之 むかわ 上水牧場 422± 01：57．72 278．3
22 ウィッシュリスト 牝3鹿 54 柴田 未崎平田 修氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 456－ 41：58．65 183．7�
58 カーネーション 牝3鹿 54 杉原 誠人
ミルファーム 奥平 雅士 日高 竹島 幸治 B448－ 81：58．7クビ 143．2�
33 ダンツスパート 牝3栗 54

51 ▲横山 武史山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 470－ 81：59．44 257．6�
711 オーパスサブリナ 牝3黒鹿 54

52 △森 裕太朗松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 474 ―1：59．5� 51．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 18，999，000円 複勝： 28，149，500円 枠連： 8，946，000円
馬連： 35，913，200円 馬単： 18，832，500円 ワイド： 26，893，100円
3連複： 56，965，700円 3連単： 70，642，600円 計： 265，341，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 270円 � 120円 � 250円 枠 連（5－6） 1，020円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，580円 �� 450円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 24，690円

票 数

単勝票数 計 189990 的中 � 11502（6番人気）
複勝票数 計 281495 的中 � 20160（5番人気）� 95245（1番人気）� 22176（4番人気）
枠連票数 計 89460 的中 （5－6） 6757（5番人気）
馬連票数 計 359132 的中 �� 25784（4番人気）
馬単票数 計 188325 的中 �� 4172（11番人気）
ワイド票数 計 268931 的中 �� 16730（3番人気）�� 3984（22番人気）�� 15993（5番人気）
3連複票数 計 569657 的中 ��� 13335（13番人気）
3連単票数 計 706426 的中 ��� 2074（83番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．6―12．9―12．4―13．0―13．0―12．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．9―50．8―1：03．2―1：16．2―1：29．2―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サ ニ ー レ イ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Kingmambo デビュー 2017．9．24 阪神6着

2015．3．22生 牝3鹿 母 ティエッチマンボ 母母 Brought to Mind 4戦1勝 賞金 6，300，000円

08038 3月18日 晴 良 （30中京2）第4日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・左）

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
1：21．9
1：21．5

良
不良

47 ルクスムンディー 牡3鹿 56
53 ▲川又 賢治前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 500－ 21：25．8 3．8�

36 ホープウイング 牝3栗 54 �島 克駿杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 434＋ 6 〃 クビ 10．7�
713 マサノアッレーグラ 牝3芦 54 柴山 雄一中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 492＋101：26．22� 5．1�
12 デルマカミカゼ 牡3黒鹿56 中井 裕二浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 456＋ 41：26．62� 25．0�
11 クラウンクラシック 牡3芦 56

55 ☆小崎 綾也矢野 恭裕氏 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 480± 01：26．7� 64．9�
23 コールドターキー 牡3栗 56 杉原 誠人薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 432－ 61：27．02 59．3�
816 ラベンダーパープル 牡3黒鹿56 川須 栄彦青芝商事	 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：27．21 24．3

35 メイショウヤシチ 牡3黒鹿56 城戸 義政松本 好雄氏 池添 兼雄 新冠 柏木 一則 472± 0 〃 クビ 51．6�
510 オフザロック 牡3黒鹿56 丸田 恭介 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 486－101：27．51� 5．6
611 カフジデューク 牡3芦 56 中谷 雄太加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 454± 0 〃 クビ 10．5�
714 シオラパルク �3栗 56 長岡 禎仁高橋 文男氏 尾形 和幸 浦河 市川フアーム 464－ 41：27．6� 77．8�
612 エンドゾーンダンス 牡3栗 56 丹内 祐次尾上 寿夫氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 452－ 61：27．7� 118．3�
24 キクノエスペルト 牡3黒鹿56 �島 良太菊池 五郎氏 森田 直行 浦河 高村牧場 484± 01：27．9� 3．9�
59 プラズマディライト 牡3栗 56

53 ▲富田 暁ポリッシュホースメイト中舘 英二 新ひだか 城市 公 432－ 61：28．0� 89．0�
48 クリノタカラモノ 牝3鹿 54 柴田 未崎栗本 博晴氏 飯田 雄三 新冠 海馬沢 明 434＋ 21：28．85 344．9�
815 ティーエスフォルソ 牡3黒鹿56 的場 勇人深見 富朗氏 的場 均 新冠 前川 隆範 412－121：29．12 344．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，161，700円 複勝： 28，358，600円 枠連： 7，713，400円
馬連： 32，275，900円 馬単： 15，948，900円 ワイド： 23，944，300円
3連複： 48，941，000円 3連単： 54，706，200円 計： 229，050，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 250円 � 190円 枠 連（3－4） 1，580円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 630円 �� 510円 �� 990円

3 連 複 ��� 3，220円 3 連 単 ��� 17，870円

票 数

単勝票数 計 171617 的中 � 35915（1番人気）
複勝票数 計 283586 的中 � 57546（1番人気）� 24561（6番人気）� 38958（3番人気）
枠連票数 計 77134 的中 （3－4） 3764（7番人気）
馬連票数 計 322759 的中 �� 15299（6番人気）
馬単票数 計 159489 的中 �� 3898（12番人気）
ワイド票数 計 239443 的中 �� 9828（8番人気）�� 12586（3番人気）�� 5915（14番人気）
3連複票数 計 489410 的中 ��� 11378（9番人気）
3連単票数 計 547062 的中 ��� 2219（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．8―48．3―1：00．7―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．5
3 ・（7，13）16，6（2，10，11）（12，14）（4，5）8（1，9，15）3 4 ・（7，13）（6，16）（2，10，11）（12，14）（4，5）（1，8）（3，9）15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルクスムンディー �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．10．7 京都5着

2015．4．4生 牡3鹿 母 アントワープ 母母 フランダース 7戦1勝 賞金 7，700，000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。
（非抽選馬） 2頭 アルマアルジーヌ号・ランドキングスター号

第２回 中京競馬 第４日



08039 3月18日 晴 良 （30中京2）第4日 第3競走 ��1，900�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （ダート・左）

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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

69 カイトチャン 牡3黒鹿56 中井 裕二本田 恒雄氏 武市 康男 日高 滝本 健二 B460＋ 22：03．2 212．8�
711 サウンドコラード 牡3鹿 56

55 ☆義 英真増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 藤本牧場 514－ 2 〃 ハナ 249．5�
22 アフラマズダー 牡3鹿 56 藤岡 康太田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 504＋122：03．3� 3．1�
56 キンショーヘニー 牡3芦 56 松若 風馬礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 486－ 62：03．4� 2．3�
710 ショウナンマリブ 牡3芦 56 中谷 雄太国本 哲秀氏 松下 武士 日高 天羽牧場 468－ 62：03．5� 5．9�
33 ゴールドパッション 牡3栗 56

55 ☆木幡 初也居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 506－ 62：03．81� 49．3�
11 スズカハイライト 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 446－ 82：04．12 18．7	
812 メイショウカクウン 牡3青鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 442－ 62：04．31� 10．9

45 ドリームバンバン 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 槇本牧場 464＋ 22：04．93� 24．4�
44 キ ー ア レ ス 牡3青鹿56 柴山 雄一北前孔一郎氏 高橋 文雅 新冠 中本牧場 512＋ 22：05．0� 73．8�
68 キングズテソーロ 牡3栗 56

53 ▲富田 暁了德寺健二ホール
ディングス 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 468＋122：05．21 67．2�

813 テイエムフリーオー 牡3青鹿 56
55 ☆木幡 巧也竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 中地 義次 B476－ 22：05．3� 390．7�

57 モンヴァントゥ 牡3鹿 56
55 ☆荻野 極 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 540＋122：06．04 10．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，686，300円 複勝： 26，022，400円 枠連： 7，554，300円
馬連： 31，394，000円 馬単： 17，399，900円 ワイド： 23，769，200円
3連複： 45，493，600円 3連単： 61，401，200円 計： 232，720，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 21，280円 複 勝 � 3，270円 � 2，420円 � 180円 枠 連（6－7） 7，530円

馬 連 �� 442，370円 馬 単 �� 1，087，490円

ワ イ ド �� 75，200円 �� 4，860円 �� 7，900円

3 連 複 ��� 437，430円 3 連 単 ��� 5，564，480円

票 数

単勝票数 計 196863 的中 � 740（11番人気）
複勝票数 計 260224 的中 � 1715（12番人気）� 2331（11番人気）� 50848（2番人気）
枠連票数 計 75543 的中 （6－7） 777（18番人気）
馬連票数 計 313940 的中 �� 55（77番人気）
馬単票数 計 173999 的中 �� 12（154番人気）
ワイド票数 計 237692 的中 �� 81（78番人気）�� 1272（32番人気）�� 777（43番人気）
3連複票数 計 454936 的中 ��� 78（199番人気）
3連単票数 計 614012 的中 ��� 8（1353番人気）

ハロンタイム 7．3―11．6―12．1―13．7―13．9―13．1―12．7―12．8―12．6―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．9―31．0―44．7―58．6―1：11．7―1：24．4―1：37．2―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．8
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カイトチャン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2017．11．4 福島5着

2015．4．27生 牡3黒鹿 母 ネイルセンプー 母母 ネイルアート 5戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 カイトチャン号の騎手中井裕二は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）

サウンドコラード号の騎手義英真は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

08040 3月18日 晴 良 （30中京2）第4日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20分 （ 芝 ）

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3：16．2良

34 メイショウヤエヤマ 牡4鹿 59 平沢 健治松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 528－ 43：19．2 9．6�
33 ファントムライト 牡9黒鹿60 高田 潤 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 500＋ 63：19．62� 2．1�
813 カレンバッドボーイ 牡8鹿 60 小坂 忠士鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 498－ 23：20．23� 5．4�
46 ウインインスパイア 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 462－ 43：20．3クビ 9．7�
610� ケイビイノキセキ 牡6鹿 60 大江原 圭菊池 昭雄氏 萱野 浩二 浦河 駿河牧場 534－ 63：20．62 100．2	
11 ココスタイル 牡6芦 60 石神 深一林 正道氏 的場 均 安平 ノーザンファーム 532－ 83：21．13 41．3

58 ハリケーンリリー �7鹿 60 難波 剛健山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 木村牧場 514＋ 8 〃 クビ 4．4�
57 ワンフォーオール �4芦 59 北沢 伸也前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 63：21．2クビ 26．9�
22 � ビ ー ハ グ �6黒鹿60 草野 太郎岡田 壮史氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 480－ 43：21．41	 193．3
712 スズカバランス 牡4鹿 59 上野 翔永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 450＋ 43：21．5
 111．2�
711 トモノセンス 牡4鹿 59 中村 将之共田 義夫氏 浜田多実雄 新ひだか 佐竹 学 514＋103：21．6クビ 54．0�
45 コスモヴァーズ 牡4青鹿59 森 一馬 �ビッグレッドファーム 森田 直行 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 63：21．7� 83．9�
69 ブルーガーディアン 牡6黒鹿60 江田 勇亮 �ブルーマネジメント星野 忍 新ひだか 加野牧場 498－ 83：22．12� 27．1�
814 ユキノエルドール 牡4栗 59 浜野谷憲尚井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 23：29．2大差 92．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，282，300円 複勝： 14，481，900円 枠連： 7，972，600円
馬連： 22，379，800円 馬単： 13，066，600円 ワイド： 16，487，300円
3連複： 38，655，600円 3連単： 50，668，300円 計： 177，994，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 190円 � 130円 � 150円 枠 連（3－3） 1，160円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 580円 �� 560円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 13，510円

票 数

単勝票数 計 142823 的中 � 11840（4番人気）
複勝票数 計 144819 的中 � 16262（5番人気）� 33749（1番人気）� 25816（2番人気）
枠連票数 計 79726 的中 （3－3） 5283（5番人気）
馬連票数 計 223798 的中 �� 12503（5番人気）
馬単票数 計 130666 的中 �� 2775（14番人気）
ワイド票数 計 164873 的中 �� 6865（8番人気）�� 7247（6番人気）�� 14730（1番人気）
3連複票数 計 386556 的中 ��� 17544（3番人気）
3連単票数 計 506683 的中 ��� 2718（43番人気）
上り 1マイル 1：48．9 4F 52．6－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウヤエヤマ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．8．20 小倉9着

2014．3．25生 牡4鹿 母 ココモオレンジ 母母 オレンジピール 障害：3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔騎手変更〕 コスモヴァーズ号の騎手植野貴也は，第3日第4競走での落馬負傷のため森一馬に変更。

ケイビイノキセキ号の騎手蓑島靖典は，第3日第5競走での落馬負傷のため大江原圭に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 スイートメモリーズ号・ヒラボクメジャー号・ベルウッドタマド号



08041 3月18日 晴 良 （30中京2）第4日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時10分 （ダート・左）

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
1：21．9
1：21．5

良
不良

35 トーホウトリニティ 牝3鹿 54 松若 風馬東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 532－121：26．9 11．9�
12 リ ー ズ ン 牝3鹿 54 藤岡 康太林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 460＋10 〃 クビ 4．7�
11 タマノパルフェット 牝3鹿 54 丸田 恭介玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 464－ 21：27．21� 5．6�
816 シネマソングス 牝3黒鹿54 �島 良太 �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社

吉田ファーム 430＋ 61：27．3� 72．0�
713 カ エ デ 牝3栗 54 長岡 禎仁木村 廣太氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 474＋ 41：27．62 13．0�
23 シエルクレール 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極 �カナヤマホール
ディングス 尾関 知人 浦河 酒井牧場 496± 01：27．7� 24．5	

611 エトワールドパリ 牝3芦 54 柴山 雄一 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 468－ 21：28．01� 1．9

714 ターキッシュバン 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗岡田 牧雄氏 田島 俊明 新ひだか 折手牧場 430＋101：28．53 95．9�
612 ゲットザピクチャー 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希�高橋ファーム 伊藤 伸一 新ひだか 前田牧場 414－ 6 〃 クビ 279．2
47 サンリットデュー 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 416＋ 41：28．6� 12．2�
24 エーノキセキ 牝3青 54 黛 弘人小田 吉男氏 武井 亮 日高 天羽 禮治 482 ―1：28．7クビ 115．9�
48 ハシレウマザンマイ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也鈴木 慈雄氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 420－121：29．02 152．7�
815 ハッピーレインボー 牝3青鹿 54

53 ☆義 英真�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 458 ―1：30．27 58．0�
59 アイファーアピール 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治中島 稔氏 坂口 正則 新ひだか 静内山田牧場 484＋101：30．3� 97．7�
36 ウォーターリバース 牝3鹿 54 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 434＋ 41：30．4クビ 287．1�
510 カシノシャイン 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也柏木 務氏 田所 秀孝 青森 町屋 勝幸 422＋ 41：34．0大差 199．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，199，200円 複勝： 28，915，500円 枠連： 10，914，000円
馬連： 38，952，000円 馬単： 22，933，500円 ワイド： 28，011，800円
3連複： 56，430，800円 3連単： 74，988，800円 計： 286，345，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 280円 � 200円 � 180円 枠 連（1－3） 2，000円

馬 連 �� 3，870円 馬 単 �� 9，360円

ワ イ ド �� 940円 �� 720円 �� 680円

3 連 複 ��� 5，880円 3 連 単 ��� 41，500円

票 数

単勝票数 計 251992 的中 � 16819（4番人気）
複勝票数 計 289155 的中 � 23770（6番人気）� 39224（3番人気）� 44372（2番人気）
枠連票数 計 109140 的中 （1－3） 4212（8番人気）
馬連票数 計 389520 的中 �� 7794（12番人気）
馬単票数 計 229335 的中 �� 1836（28番人気）
ワイド票数 計 280118 的中 �� 7496（10番人気）�� 10009（7番人気）�� 10702（6番人気）
3連複票数 計 564308 的中 ��� 7186（15番人気）
3連単票数 計 749888 的中 ��� 1310（123番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．3―47．5―1：00．1―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウトリニティ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2017．10．22 京都12着

2015．3．19生 牝3鹿 母 トーホウレビン 母母 ホクトロビン 5戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 エーノキセキ号の調教師武井亮は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

サンリットデュー号の騎手富田暁は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノシャイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月18日まで平地競

走に出走できない。

08042 3月18日 晴 良 （30中京2）第4日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時40分 （芝・左）

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
1：19．6
1：19．0

良
良

510 トウカイオルデン 牡3鹿 56 松若 風馬内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 474＋ 41：21．5 3．3�
816 アンリミット 牝3青鹿 54

53 ☆荻野 極前原 敏行氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 472 ― 〃 クビ 9．9�
47 アイアムヒメ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 442－121：22．35 12．4�
817 ハードカウント 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452－ 61：22．4� 7．8�

818 カハラレインボー 牝3栗 54
52 △森 裕太朗助川 啓一氏 中野 栄治 日高 賀張中川牧場 412－ 81：22．71� 40．1�

715 マートルリース 牝3黒鹿54 柴山 雄一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 444－ 21：22．8クビ 3．1	

59 アーリーバード 牝3栗 54
53 ☆木幡 初也村井 良孝氏 小島 茂之 日高 新井 昭二 454－ 21：22．9� 124．1


713 ワンモアバイト 牝3鹿 54 黛 弘人�下河辺牧場 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 444－ 4 〃 クビ 20．2�
35 サトノルーリー 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 404－ 41：23．0� 6．1
611 ユウコニホレタ 牝3青鹿 54

53 ☆義 英真井上 久光氏 的場 均 安平 吉田牧場 452＋ 81：23．21� 258．6�
24 ジーアイスピリッツ 牡3鹿 56 丸田 恭介岩崎 充利氏 谷原 義明 日高 碧雲牧場 426＋ 41：23．3� 346．0�
48 グランドフサイチ 牡3青鹿56 小林 徹弥田畑 利彦氏 武 幸四郎 浦河 浦河日成牧場 454－ 2 〃 ハナ 107．3�
36 オープンキッチン 牝3黒鹿54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 408＋ 21：23．4クビ 261．3�
612 セイウンデルレイ 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 藤巻 則弘 486－ 8 〃 アタマ 47．3�
714 トーホウアネモス 牡3黒鹿56 川須 栄彦東豊物産� 伊藤 大士 新ひだか 静内フジカワ牧場 446 ―1：23．61� 133．0�
11 ローズマリア 牝3黒鹿54 中谷 雄太山田 裕仁氏 松下 武士 新ひだか 本桐牧場 442± 01：23．81� 39．3�
23 メイショウマユズミ 牝3栗 54

51 ▲富田 暁松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 片山牧場 426－ 41：24．0� 363．9�
12 サウスアメリカン 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 カナイシスタッド 456＋ 61：25．38 232．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，568，000円 複勝： 28，348，500円 枠連： 10，909，600円
馬連： 38，157，100円 馬単： 18，478，200円 ワイド： 29，388，100円
3連複： 53，934，500円 3連単： 65，472，200円 計： 269，256，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 310円 � 370円 枠 連（5－8） 730円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 710円 �� 680円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 6，940円 3 連 単 ��� 34，340円

票 数

単勝票数 計 245680 的中 � 58909（2番人気）
複勝票数 計 283485 的中 � 58437（2番人気）� 21356（5番人気）� 16926（7番人気）
枠連票数 計 109096 的中 （5－8） 11529（3番人気）
馬連票数 計 381571 的中 �� 15335（9番人気）
馬単票数 計 184782 的中 �� 4243（12番人気）
ワイド票数 計 293881 的中 �� 10807（7番人気）�� 11477（5番人気）�� 3289（23番人気）
3連複票数 計 539345 的中 ��� 5821（21番人気）
3連単票数 計 654722 的中 ��� 1382（101番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．0―11．6―11．8―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．0―45．6―57．4―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．9
3 ・（2，17）－10，15，6（16，18）4（12，11，7）8（1，9，13）（3，5）－14 4 ・（2，17）－10，15（6，16，18）（4，7）（11，13）12－（8，9）（1，5）（3，14）

勝馬の
紹 介

トウカイオルデン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．8．5 小倉4着

2015．4．24生 牡3鹿 母 トウカイミステリー 母母 タイキミステリー 5戦1勝 賞金 9，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 クラウンローチ号・セクシイストリー号・ララマ号



08043 3月18日 晴 良 （30中京2）第4日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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
1：10．0
1：08．7

重
重

510 ストロベリームーン 牝4青鹿55 藤岡 康太�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 444＋ 21：11．7 3．9�
611 グランドガール 牝4鹿 55

52 ▲富田 暁林 千枝子氏 北出 成人 浦河 宮内牧場 464－ 61：12．65 4．1�
48 スズカモナミ 牝4鹿 55 松若 風馬永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 412－ 61：12．7� 4．0�
713 マルクデラポム 牝5青鹿 55

54 ☆木幡 巧也三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 488＋ 41：12．8� 44．4�
23 � タキオンレイ 牝4栗 55

52 ▲川又 賢治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 470－ 41：13．11� 190．7�
59 イナズママンボ 牝4鹿 55 難波 剛健小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 454＋ 41：13．2クビ 47．4	
47 キタノユーリン 牝4鹿 55

54 ☆荻野 極北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 488± 01：13．3� 9．0

12 スプリングタイム 牝4黒鹿 55

54 ☆小崎 綾也ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B436－ 4 〃 ハナ 41．1�

36 トラストマヴィア 牝5黒鹿55 太宰 啓介菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 486－ 6 〃 ハナ 12．9�
11 � サンデーストリート 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 武史戸賀 智子氏 中舘 英二 平取 清水牧場 464± 0 〃 ハナ 109．2
35 ダブルミステリー 牝4栗 55

53 △森 裕太朗西山 昌彦氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 81：13．4クビ 63．5�
815 ミヤラビランド 牝4鹿 55 中谷 雄太石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 444± 01：13．61� 21．4�
24 コットンパール 牝5鹿 55 荻野 琢真�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 448－ 41：13．81� 160．0�
816 スプリングゲイル 牝4青鹿 55

54 ☆木幡 初也 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 478＋161：13．9クビ 6．9�
612� スマートモニカ 牝4鹿 55 丹内 祐次トニー倶楽部 古賀 史生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 416－101：14．11 277．0�
714� セイシュプリーム 牝5鹿 55 	島 克駿金田 成基氏 安田 翔伍 浦河 伏木田牧場 460－181：14．84 40．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，026，900円 複勝： 26，944，100円 枠連： 11，767，500円
馬連： 41，802，400円 馬単： 20，292，300円 ワイド： 29，478，600円
3連複： 58，375，500円 3連単： 76，309，800円 計： 286，997，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 150円 � 130円 枠 連（5－6） 930円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 410円 �� 330円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 6，230円

票 数

単勝票数 計 220269 的中 � 44125（1番人気）
複勝票数 計 269441 的中 � 40636（3番人気）� 44548（2番人気）� 59095（1番人気）
枠連票数 計 117675 的中 （5－6） 9796（4番人気）
馬連票数 計 418024 的中 �� 35040（3番人気）
馬単票数 計 202923 的中 �� 9323（2番人気）
ワイド票数 計 294786 的中 �� 17544（3番人気）�� 22593（2番人気）�� 25368（1番人気）
3連複票数 計 583755 的中 ��� 41133（1番人気）
3連単票数 計 763098 的中 ��� 8869（4番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．3―12．4―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．3―46．7―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロベリームーン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Dubai Destination デビュー 2016．11．13 京都8着

2014．3．25生 牝4青鹿 母 エヴァディングタンペット 母母 Late Summer 9戦2勝 賞金 20，100，000円

08044 3月18日 晴 良 （30中京2）第4日 第8競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （ダート・左）

若手騎手，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
1：48．9
1：47．8

重
重

22 � ア リ ス カ ン 牡4黒鹿 57
56 ☆木幡 初也髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 B512－ 21：53．0 49．5�

710 メイショウイッポン 牡4鹿 57
54 ▲富田 暁松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 492＋101：53．1� 11．3�

68 ダンツチェック 牝5鹿 55
53 △森 裕太朗山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 514＋ 61：53．2� 3．9�

44 ユウチェンジ 牡5黒鹿 57
54 ▲川又 賢治�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 B506－ 81：53．83� 3．5�

11 ロイヤルクルーズ 牝5黒鹿 55
54 ☆荻野 極�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 450－ 41：53．9� 5．6	

55 ブライトクォーツ 牡4鹿 57 城戸 義政 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 480－ 61：54．32� 3．3

79 ハギノセゾン 牝7青鹿 55

54 ☆小崎 綾也安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 492＋ 41：55．15 28．1�
56 トミケンチャダル 牝6鹿 55 長岡 禎仁冨樫 賢二氏 竹内 正洋 新ひだか 服部 牧場 498－121：55．41� 73．6�
812 ファントムグレイ 牡5芦 57

56 ☆木幡 巧也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 432－ 41：55．6� 15．5
67 リネンロマン 牝4鹿 55

52 ▲西村 淳也戸山 昌彦氏 南田美知雄 日高 沖田牧場 418＋241：57．6大差 112．6�
33 アッパレドンキ 牝5鹿 55 原田 和真廣崎利洋HD� 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 430－ 61：59．210 111．9�

（11頭）
811 シンゼンガンプ 牡6鹿 57

56 ☆義 英真原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 488＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 16，743，100円 複勝： 22，855，300円 枠連： 8，915，800円
馬連： 24，557，500円 馬単： 12，646，400円 ワイド： 16，752，500円
3連複： 23，836，900円 3連単： 35，219，100円 計： 161，526，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，950円 複 勝 � 1，250円 � 290円 � 140円 枠 連（2－7） 18，040円

馬 連 �� 21，550円 馬 単 �� 46，040円

ワ イ ド �� 5，070円 �� 2，820円 �� 610円

3 連 複 ��� 22，710円 3 連 単 ��� 257，910円

票 数

単勝票数 差引計 167431（返還計 41452） 的中 � 2705（8番人気）
複勝票数 差引計 228553（返還計 43899） 的中 � 3308（8番人気）� 18403（5番人気）� 61109（1番人気）
枠連票数 差引計 89158（返還計 1670） 的中 （2－7） 383（24番人気）
馬連票数 差引計 245575（返還計155265） 的中 �� 883（30番人気）
馬単票数 差引計 126464（返還計 80811） 的中 �� 206（67番人気）
ワイド票数 差引計 167525（返還計 91303） 的中 �� 815（31番人気）�� 1483（22番人気）�� 7632（8番人気）
3連複票数 差引計 238369（返還計290438） 的中 ��� 787（53番人気）
3連単票数 差引計 352191（返還計415278） 的中 ��� 99（404番人気）

ハロンタイム 13．2―11．0―12．4―12．2―12．5―12．8―12．8―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．2―36．6―48．8―1：01．3―1：14．1―1：26．9―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．9
1
3

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

・（2，4）－1＝（3，9）12（5，10）（7，6）－8・（4，2）－1（10，5，12）9，8－6＝（3，7）
勝馬の
紹 介

�ア リ ス カ ン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 アドマイヤベガ

2014．4．23生 牡4黒鹿 母 サ ラ ラ 母母 ジンジャーリリー 13戦1勝 賞金 11，150，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔競走除外・発走状況〕 シンゼンガンプ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。疾病〔外傷性鼻出血〕を発症したため競走除外。
トミケンチャダル号は，枠入り不良。
発走時刻8分遅延。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 トミケンチャダル号は，平成30年3月19日から平成30年4月8日まで出走停止。停止期間の満了後
に発走調教再審査。
シンゼンガンプ号は，平成30年3月19日から平成30年4月17日まで出走停止。停止期間の満了後
に発走調教再審査。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 アッパレドンキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月18日まで平地競
走に出走できない。



08045 3月18日 晴 良 （30中京2）第4日 第9競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・左）

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
1：58．3
1：56．1

良
良

814 プレシャスブルー 牡4鹿 57 松若 風馬石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 442－ 22：02．4 9．2�
47 バティスティーニ 牡5鹿 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 494＋ 42：02．5� 2．1�
23 アルケミスト 牝5鹿 55

52 ▲川又 賢治�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 436－ 22：02．71� 37．3�
815 グランノーブル 牡5鹿 57

55 △森 裕太朗三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 490－ 62：02．91� 25．7�
610 ドリームソルジャー 牡4栗 57 	島 克駿 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 468－ 42：03．0クビ 6．5	

59 ジ ャ コ マ ル 牡4鹿 57 柴山 雄一晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 456－ 4 〃 アタマ 58．8

713 ハローマイディア 牡5黒鹿 57

54 ▲富田 暁飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B476－ 6 〃 アタマ 12．8�
46 ティーブラッサム 牡4黒鹿57 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 524± 02：03．31� 3．7�
11 ローズクランス 牡5鹿 57 丸田 恭介グリーンフィールズ� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 506－ 82：03．4クビ 16．7
58 メイショウサワカゼ 牡4鹿 57

56 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 434－ 62：03．82� 88．9�
35 クラウンテイラー 
6鹿 57 杉原 誠人�クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 442－ 4 〃 ハナ 185．4�
22 � コスモトゥイーク 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也松谷 翔太氏 石栗 龍彦 新冠 ビッグレッドファーム 502± 02：04．12 182．1�
611 エスポワールママン 牝4栗 55

52 ▲横山 武史吉見 典子氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 460＋102：04．2� 165．6�
34 ドラゴンホマレ 牝4青鹿 55

54 ☆荻野 極窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 466－ 42：04．41� 137．5�
712 ア ネ ロ ワ 牝4鹿 55 中井 裕二大野 照旺氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 406－ 82：05．46 131．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，497，400円 複勝： 32，295，000円 枠連： 14，893，600円
馬連： 49，518，600円 馬単： 24，790，000円 ワイド： 32，075，400円
3連複： 66，225，900円 3連単： 102，082，900円 計： 348，378，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 240円 � 130円 � 530円 枠 連（4－8） 460円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，970円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 8，110円 3 連 単 ��� 50，860円

票 数

単勝票数 計 264974 的中 � 23015（4番人気）
複勝票数 計 322950 的中 � 31090（4番人気）� 91802（1番人気）� 10990（8番人気）
枠連票数 計 148936 的中 （4－8） 24636（2番人気）
馬連票数 計 495186 的中 �� 34121（4番人気）
馬単票数 計 247900 的中 �� 6107（11番人気）
ワイド票数 計 320754 的中 �� 19207（4番人気）�� 2606（29番人気）�� 6634（14番人気）
3連複票数 計 662259 的中 ��� 6117（25番人気）
3連単票数 計1020829 的中 ��� 1455（149番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．0―13．1―12．5―12．4―11．9―11．7―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―37．1―50．2―1：02．7―1：15．1―1：27．0―1：38．7―1：50．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

プレシャスブルー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2016．10．29 東京3着

2014．2．24生 牡4鹿 母 オンワードミシェル 母母 オンワードウッド 12戦2勝 賞金 19，650，000円

08046 3月18日 晴 良 （30中京2）第4日 第10競走 ��
��1，400�

じ ん ち ょ う げ

沈 丁 花 賞
発走14時50分 （ダート・左）
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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

814 セイウンクールガイ 牡3栗 56 丸田 恭介西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 442－ 41：25．4 7．1�
611 スターリーウォリア 牡3鹿 56 荻野 極山口 正行氏 清水 久詞 浦河 田中スタッド 502＋ 81：25．5� 4．4�
713� シ ヴ ァ ー ジ 牡3栗 56 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms 488－101：25．71 2．3�
815 アルベルティーヌ 牝3黒鹿54 柴山 雄一村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 434＋ 8 〃 アタマ 67．6�
59 コスモビスティー 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 472＋ 21：25．91� 40．9�
22 ブルベアルッコラ 牡3鹿 56 太宰 啓介 �ブルアンドベア 渡辺 薫彦 日高 中前牧場 466－ 61：26．0クビ 43．8	
58 スーサンドン 牡3鹿 56 	島 克駿林 千枝子氏 安田 翔伍 浦河 浦河日成牧場 470－ 81：26．1
 13．8

34 � ソフトポジション 牡3鹿 56 森 裕太朗北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 448－121：26．41
 212．2�
11 イチネンプリンス 牡3黒鹿56 松若 風馬国田 正忠氏 吉田 直弘 浦河 谷口牧場 454－ 4 〃 アタマ 27．7�
610 グローリーグローリ 牡3黒鹿56 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 480－ 21：26．5� 5．3
47 ノ ボ マ ハ ロ 牡3栗 56 小崎 綾也�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 530＋ 81：26．6� 18．3�
35 マッスルマサムネ 牡3鹿 56 中谷 雄太塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 488－ 81：26．81� 45．2�
46 アンフィニスター 牝3鹿 54 	島 良太池田 實氏 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 510－ 61：27．01 248．6�
712� イエローブレイヴ 牡3鹿 56 中井 裕二本田 恒雄氏 武市 康男 新ひだか 前田ファーム 516± 01：27．1� 221．4�
23 マイネルレヴリー 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新冠 武田 修一 452＋ 41：27．52� 165．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，693，500円 複勝： 43，452，400円 枠連： 19，039，400円
馬連： 71，043，400円 馬単： 38，115，000円 ワイド： 46，054，500円
3連複： 105，723，500円 3連単： 162，379，800円 計： 525，501，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 170円 � 170円 � 120円 枠 連（6－8） 850円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 4，830円

ワ イ ド �� 660円 �� 350円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 13，390円

票 数

単勝票数 計 396935 的中 � 44549（4番人気）
複勝票数 計 434524 的中 � 55671（4番人気）� 56313（3番人気）� 114568（1番人気）
枠連票数 計 190394 的中 （6－8） 17167（3番人気）
馬連票数 計 710434 的中 �� 24244（8番人気）
馬単票数 計 381150 的中 �� 5916（16番人気）
ワイド票数 計 460545 的中 �� 16416（7番人気）�� 35333（2番人気）�� 34773（3番人気）
3連複票数 計1057235 的中 ��� 65676（3番人気）
3連単票数 計1623798 的中 ��� 8787（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．2―36．4―49．1―1：01．7―1：13．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．3
3 ・（11，14）15（8，13，9）4（6，12）10，3（1，5）（2，7） 4 11（14，15）（8，13，9）（4，6）（12，10）3（1，5）2－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

セイウンクールガイ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 オ ー ス デビュー 2017．7．29 新潟3着

2015．4．19生 牡3栗 母 キョウワハピネス 母母 グッドルックス 9戦2勝 賞金 21，899，000円



08047 3月18日 晴 良 （30中京2）第4日 第11競走 ��
��2，000�

こ ま き

小 牧 特 別
発走15時25分 （芝・左）
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
1：58．3
1：56．1

良
良

11 ウインテンダネス 牡5栗 57 松若 風馬�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 502± 02：01．3 21．9�
33 � マテンロウゴースト 牡5栗 57 中井 裕二寺田千代乃氏 中内田充正 愛 Nobutaka

Tada 500－ 2 〃 クビ 3．2�
22 サ ン シ ロ ウ 牡4鹿 57 的場 勇人合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B494－ 82：01．4クビ 112．2�
89 コ ー カ ス 牡4鹿 57 小崎 綾也ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504± 0 〃 クビ 11．3�
66 トレジャートローヴ 牡5芦 57 中谷 雄太吉田 勝己氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 アタマ 8．6�
55 � バ リ ン グ ラ 牡4鹿 57 藤岡 康太 	キャロットファーム 堀 宣行 愛 Barron-

stown Stud 528－102：01．71	 3．3

810 キミノナハセンター 
7鹿 57 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 486－ 42：01．8	 15．3�
77 ダノンキングダム 牡4栗 57 �島 克駿�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482－ 4 〃 ハナ 4．0�
44 � ミュートロギア 牡5青鹿57 木幡 初也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド B498± 02：02．43 15．8
78 ロバストミノル 牡5栗 57 太宰 啓介吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 488－ 62：05．2大差 90．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 51，190，600円 複勝： 55，469，800円 枠連： 24，903，600円
馬連： 146，105，500円 馬単： 77，343，200円 ワイド： 63，036，200円
3連複： 186，559，000円 3連単： 372，739，100円 計： 977，347，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，190円 複 勝 � 470円 � 170円 � 2，460円 枠 連（1－3） 3，370円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 8，310円

ワ イ ド �� 880円 �� 10，150円 �� 5，810円

3 連 複 ��� 63，860円 3 連 単 ��� 442，280円

票 数

単勝票数 計 511906 的中 � 18674（8番人気）
複勝票数 計 554698 的中 � 27485（8番人気）� 112801（2番人気）� 4587（10番人気）
枠連票数 計 249036 的中 （1－3） 5718（14番人気）
馬連票数 計1461055 的中 �� 41183（13番人気）
馬単票数 計 773432 的中 �� 6975（32番人気）
ワイド票数 計 630362 的中 �� 19343（10番人気）�� 1555（39番人気）�� 2730（32番人気）
3連複票数 計1865590 的中 ��� 2191（81番人気）
3連単票数 計3727391 的中 ��� 611（452番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―12．4―12．3―12．4―12．3―12．0―11．8―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．2―36．6―48．9―1：01．3―1：13．6―1：25．6―1：37．4―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインテンダネス �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 マジックマイルズ デビュー 2015．7．19 中京9着

2013．3．7生 牡5栗 母 モエレメルシー 母母 ブライトサンディー 26戦4勝 賞金 63，744，000円

08048 3月18日 晴 良 （30中京2）第4日 第12競走 ��
��1，400�

と よ は し

豊 橋 特 別
発走16時00分 （芝・左）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

12 グランドボヌール 牡4鹿 57 城戸 義政田畑 利彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 474－ 61：21．4 6．9�
715 グラドゥアーレ 牡4栗 57 柴山 雄一 �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：22．25 6．2�
36 サンタナブルー 牡6黒鹿57 川須 栄彦 �ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 478± 01：22．3� 32．0�
817 ステラルージュ 牝4栗 55 荻野 極野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 404＋ 61：22．4� 12．8�
59 ルーズベルトゲーム 牝4黒鹿55 	島 良太 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 438＋ 4 〃 クビ 19．1	
35 ゴールドアピール 牝4鹿 55 丸田 恭介居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 462＋ 21：22．5クビ 22．2

510 カンバンムスメ 牝4黒鹿55 長岡 禎仁北所 直人氏 松永 康利 浦河 大西ファーム 430－ 6 〃 ハナ 63．8�
714 マイネルパッセ 牡5栗 57 木幡 初也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 61：22．6� 23．0�
11 キセキノムスメ 牝5青鹿55 中井 裕二�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 B456± 01：22．7クビ 80．9
612
 ブラウンローズ 牝4黒鹿55 小崎 綾也大塚 亮一氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 466＋ 8 〃 クビ 7．4�
611 ピュアコンチェルト 牝5鹿 55 松若 風馬吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 446± 01：22．8クビ 3．5�
24 エ デ ィ ク ト 牡5鹿 57 木幡 巧也窪田 康志氏 和田 勇介 日高 下河辺牧場 494－ 81：22．9� 117．7�
48 メイショウシャチ 牡5鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 468± 0 〃 クビ 19．6�
816 シュピールカルテ 牝4青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 464± 0 〃 ハナ 9．9�
713 ウイングアクティブ 牡6鹿 57 	島 克駿池田 實氏 服部 利之 新ひだか 藤原牧場 B464－ 41：23．11� 26．0�
47 
 デ コ ラ ス 牝4鹿 55 中谷 雄太林 正道氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 438－ 61：23．2クビ 51．6�
818 アルティマヒート 牝5栗 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 高柳 大輔 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－261：23．41� 37．1�
23 
 カムホームラッシー 牝5黒鹿55 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛 John

O’Connor 456－141：23．71� 190．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 41，133，100円 複勝： 57，706，100円 枠連： 37，426，300円
馬連： 102，536，100円 馬単： 43，136，700円 ワイド： 66，571，500円
3連複： 164，557，500円 3連単： 202，513，600円 計： 715，580，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 270円 � 230円 � 780円 枠 連（1－7） 1，760円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 5，360円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 2，750円 �� 4，400円

3 連 複 ��� 32，900円 3 連 単 ��� 148，300円

票 数

単勝票数 計 411331 的中 � 47513（3番人気）
複勝票数 計 577061 的中 � 59455（4番人気）� 73493（2番人気）� 16212（12番人気）
枠連票数 計 374263 的中 （1－7） 16453（6番人気）
馬連票数 計1025361 的中 �� 25682（7番人気）
馬単票数 計 431367 的中 �� 6033（12番人気）
ワイド票数 計 665715 的中 �� 12512（12番人気）�� 6196（34番人気）�� 3837（52番人気）
3連複票数 計1645575 的中 ��� 3751（115番人気）
3連単票数 計2025136 的中 ��� 990（487番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．5―11．5―11．4―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．2―34．7―46．2―57．6―1：09．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．2
3 2，14，16，15（3，5）（12，9）（6，10）8（7，11，13）（1，17）－（4，18） 4 2，14，16（3，5，15）（6，10，12，9）（7，11，8，13）（1，17）（4，18）

勝馬の
紹 介

グランドボヌール �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．11．19 京都2着

2014．5．24生 牡4鹿 母 クインネージュ 母母 クールネージュ 12戦2勝 賞金 22，684，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 カンバンムスメ号の騎手長岡禎仁は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成30年3月24日から平成30年4月

1日まで騎乗停止。（被害馬：11番）
サンタナブルー号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アドマイヤデライト号・ナンヨービーナス号・フェザリータッチ号・フリームーヴメント号・レイリオン号

３レース目



（30中京2）第4日 3月18日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

172，930，000円
5，180，000円
14，760，000円
1，530，000円
19，090，000円
69，484，000円
5，364，800円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
317，181，100円
392，999，100円
170，956，100円
634，635，500円
322，983，200円
402，462，500円
905，699，500円
1，329，123，600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 4，476，040，600円

総入場人員 13，184名 （有料入場人員 11，935名）
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