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06025 3月3日 晴 稍重 （30中山2）第3日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

48 カレイドスコープ 牝3鹿 54 吉田 隼人�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 本桐牧場 458－101：13．0 8．9�
714 クリノロマン 牝3芦 54 西田雄一郎栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 458± 0 〃 ハナ 187．6�
35 シ ェ ー ナ 牝3鹿 54 三浦 皇成�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448± 0 〃 クビ 5．3�
59 ミヤビフィオーラ 牝3黒鹿54 松岡 正海村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 424－ 61：13．2� 4．8�
36 キョウエイソフィア 牝3鹿 54

52 △武藤 雅田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 442± 0 〃 ハナ 3．5	
713 ア テ ナ リ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行林 弘之氏 田島 俊明 浦河 鎌田 正嗣 466－ 41：13．41� 31．3

510 プ ラ ー ナ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 456 ―1：13．72 8．4�
12 コ ト ブ キ 牝3黒鹿54 田中 勝春江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 信岡牧場 454＋241：13．8クビ 85．0�
611 シゲルトウガラシ 牝3鹿 54 勝浦 正樹森中 蕃氏 水野 貴広 新ひだか 嶋田牧場 436 ―1：14．11� 130．6
47 ローズピルグリム 牝3青鹿 54

51 ▲野中悠太郎�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 鵜木 唯義 416－ 4 〃 ハナ 22．7�
815 ピーチファービー 牝3鹿 54 北村 宏司�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 458－ 21：14．2� 52．4�
23 ネモフィラハピネス 牝3栗 54 武士沢友治山口 正行氏 武市 康男 浦河 王蔵牧場 446 ―1：14．3クビ 15．7�
24 クイーンダワジャー 牝3鹿 54 大野 拓弥 H.R.H．プリンセス・ハヤ 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 41：14．93� 7．2�
612 バロンボーテ 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士永見 貴昭氏 青木 孝文 浦河 栄進牧場 418－ 21：15．21� 91．7�
11 ポ ル ッ ク ス 牝3鹿 54 和田 竜二藤沼 利夫氏 松山 将樹 平取 びらとり牧場 446 ―1：15．41� 98．7�
816 フェスティブクイン 牝3青鹿54 小野寺祐太 IHR 根本 康広 浦河 カナイシスタッド 406 ―1：23．7大差 305．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，165，900円 複勝： 35，634，700円 枠連： 18，729，600円
馬連： 55，289，200円 馬単： 25，744，800円 ワイド： 35，052，900円
3連複： 73，908，600円 3連単： 83，800，700円 計： 352，326，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 240円 � 2，190円 � 200円 枠 連（4－7） 4，650円

馬 連 �� 58，930円 馬 単 �� 98，510円

ワ イ ド �� 14，230円 �� 730円 �� 6，680円

3 連 複 ��� 45，170円 3 連 単 ��� 532，940円

票 数

単勝票数 計 241659 的中 � 21522（6番人気）
複勝票数 計 356347 的中 � 41050（4番人気）� 3227（15番人気）� 56419（2番人気）
枠連票数 計 187296 的中 （4－7） 3121（12番人気）
馬連票数 計 552892 的中 �� 727（71番人気）
馬単票数 計 257448 的中 �� 196（128番人気）
ワイド票数 計 350529 的中 �� 612（80番人気）�� 13103（6番人気）�� 1312（50番人気）
3連複票数 計 739086 的中 ��� 1227（100番人気）
3連単票数 計 838007 的中 ��� 114（912番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．9―12．2―12．4―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．5―46．7―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレイドスコープ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2017．8．12 札幌9着

2015．2．5生 牝3鹿 母 シンワクイーン 母母 シンワロバリー 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェスティブクイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月3日まで平地

競走に出走できない。

06026 3月3日 晴 稍重 （30中山2）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

47 ラインアストリア 牝3鹿 54
52 △武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 474± 01：56．7 4．2�

23 ノーザンクリス 牡3芦 56 内田 博幸 C．チェン氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 520－ 21：56．8� 4．5�
815 カフェアトラス 牡3鹿 56 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 500－101：57．11� 13．2�
24 ゴールドクロス 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 490－ 81：57．31� 8．3�
612 シリウスインパクト 牡3鹿 56 柴田 大知星野 祐介氏 相沢 郁 新ひだか グランド牧場 468± 01：57．4� 2．8�
12 キ ー ア レ ス 牡3青鹿56 和田 竜二北前孔一郎氏 高橋 文雅 新冠 中本牧場 510＋ 61：57．93 83．2�
714 ペイシャスター 牝3黒鹿54 横山 和生北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 飯岡牧場 492－ 21：58．0クビ 26．6	
11 ゴールドパッション 牡3栗 56 大野 拓弥居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 512 ―1：58．1� 17．7

36 エンパイヤアーサー 牡3黒鹿56 西田雄一郎�大島牧場 黒岩 陽一 浦河 大島牧場 524＋ 41：58．73� 242．6�
59 オーネットヒーロー 牡3鹿 56 松岡 正海醍醐 伸之氏 中舘 英二 日高 前川 義則 518－ 8 〃 クビ 103．2
510 ジョーカーワイルド 牡3鹿 56 津村 明秀 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 522± 01：59．12� 373．9�
35 ダイヤモンドビーム 牝3栗 54 嘉藤 貴行北原光一郎氏 加藤 和宏 むかわ 真壁 信一 446－ 6 〃 ハナ 573．3�
713 スギノハヤブサ 牡3鹿 56 三浦 皇成杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 488± 0 〃 アタマ 30．1�
816 メモリーブレッド 牡3鹿 56 F．ミナリク保坂 和孝氏 小笠 倫弘 新ひだか 坂本牧場 B510＋ 21：59．31 36．6�

（独）

48 ゼネラルリッシュ 牡3鹿 56
53 ▲山田 敬士 �ジェネラルレーシング 小桧山 悟 新冠 飯島 功典 422－121：59．62 378．6�

611 エルモアレッタ 牝3栗 54 杉原 誠人田頭 勇貴氏 小西 一男 浦河 笹地牧場 444－14 （競走中止） 17．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，717，700円 複勝： 33，372，500円 枠連： 16，702，900円
馬連： 48，313，000円 馬単： 21，814，500円 ワイド： 29，705，200円
3連複： 62，702，900円 3連単： 70，402，200円 計： 305，730，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 180円 � 270円 枠 連（2－4） 630円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 360円 �� 780円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 15，550円

票 数

単勝票数 計 227177 的中 � 42623（2番人気）
複勝票数 計 333725 的中 � 68653（2番人気）� 47821（3番人気）� 26045（5番人気）
枠連票数 計 167029 的中 （2－4） 20453（3番人気）
馬連票数 計 483130 的中 �� 36068（3番人気）
馬単票数 計 218145 的中 �� 7610（5番人気）
ワイド票数 計 297052 的中 �� 23429（2番人気）�� 9428（8番人気）�� 6892（11番人気）
3連複票数 計 627029 的中 ��� 12716（9番人気）
3連単票数 計 704022 的中 ��� 3282（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．4―50．5―1：03．3―1：16．3―1：29．4―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．4
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラインアストリア �
�
父 ワークフォース �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．12．3 中山3着

2015．3．4生 牝3鹿 母 クレヨンルージュ 母母 マ ハ ー ブ 5戦1勝 賞金 10，150，000円
〔競走中止〕 エルモアレッタ号は，競走中に疾病〔左第1指節種子骨々折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 シャイニードラード号・ショウナンカルロ号・トキメキジュピター号・ミヤコノオージ号
※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。

第２回 中山競馬 第３日



06027 3月3日 晴 稍重 （30中山2）第3日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時10分 （ダート・右）
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
1：08．7
1：08．7

重
重

48 プロミネンス 牝3鹿 54
52 △武藤 雅下河邉 博氏 小島 茂之 浦河 中村 雅明 458 ―1：12．8 2．7�

611 ユーリトミクス 牝3鹿 54 F．ミナリク�G1レーシング 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472 ―1：13．12 6．4�
（独）

12 サルーバアスール 牝3鹿 54 横山 典弘�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 486 ―1：14．37 19．2�
47 ヒ ミ コ 牝3芦 54 吉田 隼人幅田 京子氏 武井 亮 日高 坪田 信作 450 ―1：14．4� 22．8�
510 サンマルミヤビ 牝3青鹿54 内田 博幸相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 438 ―1：14．5� 15．1�
713 キュプリーヌス 牝3鹿 54 武士沢友治	広富牧場 小桧山 悟 日高 広富牧場 428 ―1：14．71� 210．7

612 メイハンコック 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹千明牧場 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 488 ―1：14．91� 19．7�
714 エフォートラン 牡3黒鹿56 木幡 初広岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 478 ― 〃 クビ 5．9�
816 ジ オ 牡3黒鹿56 長岡 禎仁	ターフ・スポート竹内 正洋 新ひだか 高橋 義浩 438 ―1：15．0� 54．4
23 ヤマニンミレーレ 牝3黒鹿54 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 434 ―1：16．27 13．4�
59 マリノレインボー 牝3栗 54 杉原 誠人矢野まり子氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 404 ―1：16．3� 184．4�
815 レ デ ッ キ ー 牝3栗 54 柴田 大知吉川 朋宏氏 清水 英克 新ひだか 中田 浩美 468 ― 〃 ハナ 52．3�
24 カスカモラス 牝3鹿 54 嘉藤 貴行 	ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 386 ―1：17．36 202．3�
36 アーキトレーヴ 	3栗 56 田中 勝春�G1レーシング 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 466 ―1：17．72� 4．8�
11 ボナマティーナ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎程田 真司氏 竹内 正洋 新冠 松浦牧場 458 ―1：17．8
 76．8�
35 リネンコジーン 牡3芦 56 大庭 和弥戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷牧場 464 ―1：17．9� 153．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，607，500円 複勝： 33，185，800円 枠連： 14，789，700円
馬連： 46，063，400円 馬単： 23，184，700円 ワイド： 29，349，300円
3連複： 57，904，700円 3連単： 67，228，800円 計： 296，313，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 210円 � 410円 枠 連（4－6） 600円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 390円 �� 890円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 12，680円

票 数

単勝票数 計 246075 的中 � 71093（1番人気）
複勝票数 計 331858 的中 � 78802（1番人気）� 40287（3番人気）� 15704（8番人気）
枠連票数 計 147897 的中 （4－6） 19007（1番人気）
馬連票数 計 460634 的中 �� 37148（3番人気）
馬単票数 計 231847 的中 �� 11155（3番人気）
ワイド票数 計 293493 的中 �� 20962（2番人気）�� 8152（9番人気）�� 5642（16番人気）
3連複票数 計 579047 的中 ��� 11734（9番人気）
3連単票数 計 672288 的中 ��� 3842（22番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．8―12．2―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．1―47．3―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロミネンス �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2015．3．19生 牝3鹿 母 ヒシアルコル 母母 ヒシピナクル 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 レデッキー号の騎手森泰斗は，負傷のため柴田大知に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンコジーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月3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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 クレバージェット号・ディアラベンダー号・デルマアマレット号・トウカイアゼリア号・トーシンバルゲルド号・

ハナオウギ号・マローネメタリコ号・ライゴッド号
※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。

06028 3月3日 晴 稍重 （30中山2）第3日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （ダート・右）

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
1：48．5
1：47．8

重
重

45 ミッキーポジション 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 494－ 41：54．3 5．6�
11 マイネルユキツバキ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 522± 0 〃 クビ 4．3�
57 テトラルキア 牡3鹿 56 田辺 裕信吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 484± 01：54．93� 3．8�
68 ユイノシンドバッド 牡3青鹿56 F．ミナリク由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 506＋141：55．53� 33．2�

（独）

44 フロリアヌス 牡3鹿 56 大野 拓弥 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 456± 01：55．6クビ 49．7�
56 スパイスマジック 牡3芦 56 田中 勝春 	社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 488－ 4 〃 ハナ 45．3

813 モリトユウブ 牡3鹿 56 蛯名 正義石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 484－ 2 〃 アタマ 54．4�
69 キタノユウキ 牡3鹿 56 北村 友一河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 514＋121：55．81� 181．0�
22 サンダーラム 牡3鹿 56 松岡 正海 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 帰山 清貴 508＋ 81：57．07 330．7
33 ビレッジキング 牡3黒鹿56 北村 宏司村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 三石川上牧場 462－ 21：57．53 289．9�
812 メジャーラプソディ 牝3栗 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 476＋ 41：57．71� 9．0�
710 フレッシビレ 牝3栗 54 内田 博幸	グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 492＋ 21：57．91 133．2�
711 フォーマイセルフ 牡3栗 56 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 450－ 8 （競走中止） 2．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，465，500円 複勝： 54，356，400円 枠連： 14，499，000円
馬連： 70，096，800円 馬単： 35，510，900円 ワイド： 41，194，900円
3連複： 89，839，400円 3連単： 123，776，000円 計： 470，738，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 140円 � 160円 枠 連（1－4） 920円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 380円 �� 390円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 7，390円

票 数

単勝票数 計 414655 的中 � 58710（4番人気）
複勝票数 計 543564 的中 � 77205（4番人気）� 116786（2番人気）� 86149（3番人気）
枠連票数 計 144990 的中 （1－4） 12105（5番人気）
馬連票数 計 700968 的中 �� 48448（6番人気）
馬単票数 計 355109 的中 �� 11347（13番人気）
ワイド票数 計 411949 的中 �� 27066（5番人気）�� 26760（6番人気）�� 31165（4番人気）
3連複票数 計 898394 的中 ��� 66143（4番人気）
3連単票数 計1237760 的中 ��� 12143（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―36．7―49．5―1：02．1―1：15．3―1：28．0―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．0
1
3
1，10，11（4，12）（8，13，5）－9，7，3－2，6・（1，10）（5，13）（4，7）8，6，12（9，2）＝3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーポジション �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bellamy Road デビュー 2017．11．19 東京10着

2015．3．26生 牡3鹿 母 ポジションリミット 母母 Payable On Demand 3戦2勝 賞金 12，200，000円
〔騎手変更〕 ビレッジキング号の騎手森泰斗は，負傷のため北村宏司に変更。
〔競走中止〕 フォーマイセルフ号は，競走中に疾病〔左第3手根骨複骨折〕を発症したため3コーナー手前で競走中止。
※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。



06029 3月3日 晴 良 （30中山2）第3日 第5競走 ��
��1，600�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
1：30．7
1：30．7

良
良

48 ワールドヘリテージ 牡3鹿 56 勝浦 正樹谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 444－ 41：36．4 2．4�
12 シュバルツリッター 牡3青鹿56 三浦 皇成ライオンレースホース� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 462－ 41：36．5� 3．6�
612 グローリーシーカー 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 440 ― 〃 クビ 33．3�
11 レガロデルソル 牝3鹿 54 柴田 善臣�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 492－ 21：36．92� 6．0�
47 ア マ イ ロ 牝3栗 54 和田 竜二�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 81：37．11	 19．9	
23 ブラウンシュシュ 牝3栗 54 江田 照男キャピタルクラブ 武藤 善則 浦河 カナイシスタッド 412－181：37．2� 262．2

611 タイセイアピール 牝3黒鹿54 内田 博幸田中 成奉氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 アタマ 18．6�
59 スプレンジーナ 牝3栗 54

52 △武藤 雅�長浜牧場 大和田 成 千歳 社台ファーム 406 ―1：37．41	 81．2�
714 クイーンズトゥルー 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 436 ―1：37．61	 27．2
36 カ タ ナ 牡3鹿 56 松岡 正海�KTレーシング 上原 博之 新冠 松浦牧場 494＋ 81：37．81� 12．6�
815 ア ビ リ テ ィ 牝3鹿 54 的場 勇人西村 專次氏 的場 均 浦河 グラストレーニ

ングセンター 458＋ 41：38．01	 253．8�
35 
 ユナリオンス 牝3鹿 54 M．デムーロ�ノースヒルズ 萩原 清 愛 Noel O’Cal-

laghan 434－141：38．1クビ 8．3�
816 サバイバルオオオク 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 430－121：38．31� 449．1�
24 デルマサイドカー 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 日高 浦新 徳司 460＋421：38．51	 342．4�
713 トミケンミルト 牡3栗 56 田辺 裕信冨樫 賢二氏 田島 俊明 新ひだか 飯岡牧場 480－ 41：40．2大差 152．5�
510 ホウオウキッカー 牡3鹿 56 伴 啓太小笹 芳央氏 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 466 ―1：42．7大差 598．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，925，000円 複勝： 46，269，200円 枠連： 20，898，300円
馬連： 62，261，400円 馬単： 30，683，800円 ワイド： 39，425，800円
3連複： 80，098，300円 3連単： 99，274，200円 計： 408，836，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 � 520円 枠 連（1－4） 270円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，360円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 12，860円

票 数

単勝票数 計 299250 的中 � 97283（1番人気）
複勝票数 計 462692 的中 � 130712（1番人気）� 96922（2番人気）� 13340（9番人気）
枠連票数 計 208983 的中 （1－4） 58098（1番人気）
馬連票数 計 622614 的中 �� 113910（1番人気）
馬単票数 計 306838 的中 �� 35041（1番人気）
ワイド票数 計 394258 的中 �� 56491（1番人気）�� 6532（16番人気）�� 5284（21番人気）
3連複票数 計 800983 的中 ��� 13417（15番人気）
3連単票数 計 992742 的中 ��� 5595（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．5―48．7―1：01．0―1：13．3―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

ワールドヘリテージ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．10．7 東京9着

2015．3．26生 牡3鹿 母 サクラナスカ 母母 サクラコンドル 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 トミケンミルト号の騎手森泰斗は，負傷のため田辺裕信に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホウオウキッカー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月3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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハッスルボーイ号
（非抽選馬） 2頭 ブラックマティーニ号・リノワールド号

06030 3月3日 晴 良 （30中山2）第3日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

35 コスモレリア 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 468± 02：02．5 3．3�
59 グ ラ ン サ ム 牡3栗 56 吉田 隼人 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 474＋182：03．03 6．1�
11 トーセンヴィガー 牡3鹿 56 M．デムーロ島川 �哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 468－ 8 〃 ハナ 2．8�
36 ユウセイフラッシュ 牡3青鹿56 三浦 皇成清進電設� 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 454－ 82：03．1� 8．3	
47 マイネルスカイ 牡3黒鹿56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 22：03．31� 185．7

816 ミヤコベストタイム 牡3芦 56 田中 勝春吉田喜代司氏 小野 次郎 新ひだか 田中 春美 484＋ 62：03．4� 141．3�
815 ショウナンワダツミ 牡3栗 56 蛯名 正義国本 哲秀氏 和田 勇介 新ひだか 静内フアーム 444－ 42：03．5クビ 24．9�
714 シバノモスキー 牝3黒鹿54 大野 拓弥柴 一男氏 清水 英克 新冠 パカパカ

ファーム 438－ 6 〃 クビ 46．8
24 バトルハクオウ 牡3芦 56 勝浦 正樹宮川 秋信氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 448＋ 2 〃 ハナ 342．6�
612 ケイツーレアル 牝3鹿 54 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 柴田 政人 新ひだか 山野牧場 452－ 62：04．03 236．7�
23 インプレスシチー 牡3青 56

54 △武藤 雅 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 オリオンファーム 456－ 62：04．21� 16．5�
713 カプレーゼケーキ 牝3鹿 54 宮崎 北斗 �スピードファーム和田正一郎 浦河 岡本 昌市 426－102：04．51� 877．6�
510 ハンゲキノノロシ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎福田 光博氏 和田 雄二 むかわ ヤマイチ牧場 454＋ 62：05．13� 308．2�
611 ロマンテソーロ 牝3青鹿54 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 458＋ 62：05．73� 6．2�
12 ルビーロマン 牡3鹿 56 西田雄一郎畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 中神牧場 504＋222：05．91	 253．0�
48 クールスパート 牡3黒鹿56 和田 竜二日向 均氏 高橋 文雅 様似 富田 恭司 426＋ 2 〃 クビ 211．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，022，900円 複勝： 46，680，600円 枠連： 16，977，200円
馬連： 66，782，000円 馬単： 33，677，900円 ワイド： 40，707，300円
3連複： 81，838，900円 3連単： 109，667，400円 計： 429，354，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 170円 � 120円 枠 連（3－5） 960円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 400円 �� 230円 �� 430円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 6，610円

票 数

単勝票数 計 330229 的中 � 78439（2番人気）
複勝票数 計 466806 的中 � 106654（2番人気）� 52689（4番人気）� 113260（1番人気）
枠連票数 計 169772 的中 （3－5） 13619（4番人気）
馬連票数 計 667820 的中 �� 39983（5番人気）
馬単票数 計 336779 的中 �� 10932（8番人気）
ワイド票数 計 407073 的中 �� 24761（3番人気）�� 50111（1番人気）�� 22478（6番人気）
3連複票数 計 818389 的中 ��� 61452（1番人気）
3連単票数 計1096674 的中 ��� 12023（11番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．2―12．7―12．9―12．3―12．2―12．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―36．1―48．8―1：01．7―1：14．0―1：26．2―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4F48．5―3F36．3
1
3
5，8，9（4，7，13）12－10（1，15）（11，6，16）－14－（2，3）
5，8，9，4（7，13）（12，15，1）3（11，16）（10，14，6）2

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

勝馬の
紹 介

コスモレリア �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．9．10 中山3着

2015．4．3生 牡3栗 母 マイネカトレア 母母 タカラカンナ 6戦1勝 賞金 11，400，000円
〔騎手変更〕 ハンゲキノノロシ号の騎手森泰斗は，負傷のため野中悠太郎に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フォルミダーブル号
（非抽選馬） 1頭 トイトイブルース号



06031 3月3日 晴 稍重 （30中山2）第3日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時30分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 トウカイパシオン 牝3青 54 江田 照男内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 432－ 81：12．2 4．1�
48 リードザウインド 牝3青鹿54 三浦 皇成吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 462＋ 41：12．41 9．3�
612 クレヴァーパッチ 牡3栗 56 F．ミナリク陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 辻 牧場 508± 01：12．5� 2．4�

（独）

714 デルマシャンパン 牝3黒鹿54 横山 和生浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 448± 01：12．82 46．3�
12 キモンプリンス 牡3芦 56 大野 拓弥小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 464－ 4 〃 ハナ 142．1�
815 マリノディアナ 牝3青鹿 54

52 △武藤 雅和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 428－ 61：12．9� 42．1�
47 ニシノオリーブ 牝3青 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 450－ 21：13．0� 34．9	
35 ヴーディーズピアス 牝3青鹿54 北村 宏司田島 大史氏 青木 孝文 新冠 オリエント牧場 470＋ 2 〃 ハナ 147．0

510 ハーモニーライズ 牡3黒鹿56 柴田 善臣日下部勝德氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 486－ 81：13．1� 8．9�
816 ナムラストロベリー 牝3鹿 54 松岡 正海奈村 睦弘氏 谷原 義明 新ひだか 八田ファーム 446± 01：13．2� 304．9�
59 ヒロシゲゴールド 牡3青鹿56 和田 竜二ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 462± 0 〃 ハナ 30．7�
611 シ キ シ マ 牡3鹿 56 戸崎 圭太井山 登氏 小桧山 悟 浦河 大柳ファーム 482＋ 21：14．26 13．8�
24 ソングオブファイア 牡3黒鹿56 吉田 隼人 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 474± 01：14．51� 70．1�
713 トーセンスティール 牡3鹿 56 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 510－ 41：14．6クビ 7．9�
23 レ ト リ ッ ク 牡3芦 56 田辺 裕信 �カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 新冠 オリエント牧場 448－ 41：14．7� 31．4�
36 クワトロダッシュ 牡3栗 56 柴田 大知ザ・チャンピオンズ 牧 光二 日高 チャンピオン

ズファーム B470－ 81：14．91	 74．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，300，500円 複勝： 63，290，700円 枠連： 22，057，200円
馬連： 88，079，700円 馬単： 39，353，300円 ワイド： 57，321，000円
3連複： 115，388，600円 3連単： 136，542，800円 計： 561，333，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 200円 � 110円 枠 連（1－4） 1，990円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 740円 �� 350円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 13，340円

票 数

単勝票数 計 393005 的中 � 75406（2番人気）
複勝票数 計 632907 的中 � 101806（2番人気）� 58318（5番人気）� 191808（1番人気）
枠連票数 計 220572 的中 （1－4） 8550（9番人気）
馬連票数 計 880797 的中 �� 28104（6番人気）
馬単票数 計 393533 的中 �� 7750（13番人気）
ワイド票数 計 573210 的中 �� 18337（6番人気）�� 44565（1番人気）�� 34170（4番人気）
3連複票数 計1153886 的中 ��� 45986（2番人気）
3連単票数 計1365428 的中 ��� 7419（24番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．5―12．4―12．5―13．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイパシオン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．1．13 中山1着

2015．4．17生 牝3青 母 トウカイポプリ 母母 トウカイティアラ 2戦2勝 賞金 13，200，000円
〔騎手変更〕 デルマシャンパン号の騎手森泰斗は，負傷のため横山和生に変更。
〔制裁〕 ニシノオリーブ号の騎手野中悠太郎は，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：5番）
〔その他〕 クワトロダッシュ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クワトロダッシュ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年4月3日まで出走できない。
※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。

06032 3月3日 晴 稍重 （30中山2）第3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

11 ル フ ォ ー ル 牝5鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494＋161：54．4 6．0�

612 ブライトリビング 牝5芦 55 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－121：54．93 2．3�

815 ショーカノン 牝4鹿 55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム 502＋ 41：55．11� 359．2�
713 アルセナーレ 牝5鹿 55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 526± 01：55．31� 15．4�
47 スターフラッシュ 牡4栗 57 吉田 隼人中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 B470± 0 〃 クビ 3．8	
23 ダイワドノヴァン 牡4黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎大城 敬三氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B522－ 41：55．4� 151．4

36 ダイワチャーチル 牡5鹿 57 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B510－ 41：55．5� 25．4�
12 マイネルツァイト 牡4青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 504＋ 21：55．6クビ 6．4�
816 ハートオブスワロー 牝4黒鹿55 勝浦 正樹�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 430－ 21：56．34 81．2
48 リネンソング 牡5黒鹿57 村田 一誠戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 484＋ 11：56．72� 464．6�
611	 ドラゴンイモン 牡5黒鹿57 田辺 裕信井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 490＋ 21：57．23 44．3�
24 ハッピーサークル 牝6黒鹿55 戸崎 圭太西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 462－20 〃 クビ 62．5�
59 アルティジャーノ 
5鹿 57

56 ☆井上 敏樹渡邉 顕三氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B448－ 4 〃 アタマ 442．4�
714	 ビルトアゲン 牡5黒鹿57 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 浦河 帰山 清貴 494＋ 41：57．62 548．5�
510	 マダムストーリー 牝4鹿 55 内田 博幸�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム 436－181：59．7大差 82．4�
35 	 ル ー テ ィ ン 牡4鹿 57

55 △武藤 雅村上 卓史氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 514－ 62：00．55 15．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，595，300円 複勝： 48，965，600円 枠連： 23，003，500円
馬連： 88，224，600円 馬単： 40，317，600円 ワイド： 50，440，700円
3連複： 107，990，300円 3連単： 144，243，000円 計： 543，780，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 250円 � 140円 � 3，420円 枠 連（1－6） 460円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 520円 �� 33，200円 �� 12，340円

3 連 複 ��� 110，340円 3 連 単 ��� 439，390円

票 数

単勝票数 計 405953 的中 � 53442（3番人気）
複勝票数 計 489656 的中 � 48120（4番人気）� 127858（1番人気）� 2481（13番人気）
枠連票数 計 230035 的中 （1－6） 38420（1番人気）
馬連票数 計 882246 的中 �� 68294（4番人気）
馬単票数 計 403176 的中 �� 11926（9番人気）
ワイド票数 計 504407 的中 �� 27346（4番人気）�� 371（79番人気）�� 1002（54番人気）
3連複票数 計1079903 的中 ��� 734（136番人気）
3連単票数 計1442430 的中 ��� 238（628番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―13．4―13．2―12．8―12．8―12．7―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―38．0―51．2―1：04．0―1：16．8―1：29．5―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ル フ ォ ー ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．11．1 東京1着

2013．1．20生 牝5鹿 母 レクレドール 母母 ゴールデンサッシュ 10戦2勝 賞金 18，662，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 マダムストーリー号の騎手森泰斗は，負傷のため内田博幸に変更。
〔発走状況〕 スターフラッシュ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マダムストーリー号・ルーティン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月3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） 2頭 メドゥシアナ号・リュウシンローズ号



06033 3月3日 晴 良 （30中山2）第3日 第9競走 ��
��2，500�

い た こ

潮 来 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，4歳56�5歳以上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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

33 エスティーム 牡4黒鹿56 大野 拓弥岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 岡本 昌市 520－ 42：36．2 33．4�
22 クレッシェンドラヴ 牡4鹿 56 内田 博幸広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 492± 0 〃 クビ 4．3�
78 ウインヴォラーレ 牡5黒鹿57 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 472＋102：36．3� 4．0�
11 チャロネグロ 牡4黒鹿56 F．ミナリク 金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494± 02：36．51	 6．3�

（独）

810 シ ョ パ ン 牡5黒鹿57 M．デムーロ窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 474－ 82：36．6クビ 3．7�
77 コスモピクシス 牝5黒鹿55 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 4 〃 アタマ 26．0

44 サトノシャーク 牡4鹿 56 和田 竜二 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 524＋ 2 〃 ハナ 19．6�
89 バラダガール 牝4黒鹿54 戸崎 圭太 	シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 546－ 22：36．81	 7．1�
66 サンデームーティエ 牡4栗 56 勝浦 正樹戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 446± 02：37．43
 12．6
55 タケルラムセス 牡6鹿 57 北村 宏司森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 488－ 42：37．5
 128．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 43，427，300円 複勝： 70，526，300円 枠連： 19，999，600円
馬連： 104，455，100円 馬単： 47，585，300円 ワイド： 60，790，400円
3連複： 131，271，000円 3連単： 209，703，000円 計： 687，758，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，340円 複 勝 � 560円 � 180円 � 140円 枠 連（2－3） 6，670円

馬 連 �� 6，350円 馬 単 �� 15，820円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 1，380円 �� 410円

3 連 複 ��� 5，880円 3 連 単 ��� 70，020円

票 数

単勝票数 計 434273 的中 � 10397（9番人気）
複勝票数 計 705263 的中 � 22794（9番人気）� 103066（3番人気）� 167531（1番人気）
枠連票数 計 199996 的中 （2－3） 2323（18番人気）
馬連票数 計1044551 的中 �� 12740（22番人気）
馬単票数 計 475853 的中 �� 2255（52番人気）
ワイド票数 計 607904 的中 �� 8072（25番人気）�� 10834（18番人気）�� 41532（3番人気）
3連複票数 計1312710 的中 ��� 16742（22番人気）
3連単票数 計2097030 的中 ��� 2171（235番人気）

ハロンタイム 7．0―12．9―13．6―12．8―12．8―13．2―12．9―12．7―11．1―11．5―11．8―11．8―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．0―19．9―33．5―46．3―59．1―1：12．3―1：25．2―1：37．9―1：49．0―2：00．5―2：12．3―2：24．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エスティーム �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2016．10．30 東京4着

2014．3．18生 牡4黒鹿 母 フラワーハット 母母 ミストラルグリーン 18戦3勝 賞金 45，655，000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。

06034 3月3日 晴 稍重 （30中山2）第3日 第10競走 ��
��1，800�

か ず さ

上総ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，29．3．4以降30．2．25まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

24 ハイランドピーク 牡4青鹿56 横山 典弘島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 468＋ 41：52．3 1．6�

12 ネイビーブルー 牡5鹿 55 M．デムーロ青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 504－ 21：53．15 4．2�
714 ロードシャリオ 牡6鹿 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 482± 0 〃 クビ 6．9�
611 ヨ シ オ 牡5鹿 53 F．ミナリク仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 472－ 8 〃 ハナ 36．7�
（独）

713 イーストオブザサン 牡5黒鹿55 和田 竜二三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 474± 01：53．41� 28．4	
47 エバーキュート 牝6栗 52 田中 勝春宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 450＋ 61：54．03� 340．5

59 クラウンシャイン 牡6栗 56 北村 宏司�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 484＋ 4 〃 ハナ 64．6�
23 モ ン テ ネ オ 牡8黒鹿53 柴田 善臣毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 490＋141：54．31� 239．0�
816 メイプルレインボー 牡6栗 54 戸崎 圭太節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 488－ 2 〃 アタマ 23．6
48 	 パルトネルラーフ 牡5鹿 55 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 500＋ 21：54．4� 23．7�
36 ナンヨープルートー 牡4鹿 55 北村 友一中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 510＋ 8 〃 ハナ 12．2�
815 メイスンウォー 牡8鹿 51 杉原 誠人梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B472± 01：54．61 264．9�
612 ロードフォワード 牡7青鹿53 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 456－ 21：54．81� 220．6�
11 ニットウビクトリー 牡9鹿 51 武藤 雅�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 498± 01：55．11� 405．5�
35 マ リ オ ー ロ 牡6鹿 54 内田 博幸菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 514＋ 21：55．52� 160．5�
510 ヴォカツィオーネ 牝4栗 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 442＋ 21：56．13� 77．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，289，900円 複勝： 150，126，000円 枠連： 33，876，800円
馬連： 142，104，100円 馬単： 73，229，200円 ワイド： 81，623，500円
3連複： 184，166，300円 3連単： 303，223，100円 計： 1，025，638，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連（1－2） 350円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 180円 �� 220円 �� 460円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 1，760円

票 数

単勝票数 計 572899 的中 � 271565（1番人気）
複勝票数 計1501260 的中 � 948660（1番人気）� 135573（2番人気）� 122696（3番人気）
枠連票数 計 338768 的中 （1－2） 73129（1番人気）
馬連票数 計1421041 的中 �� 285855（1番人気）
馬単票数 計 732292 的中 �� 103043（1番人気）
ワイド票数 計 816235 的中 �� 135414（1番人気）�� 98805（2番人気）�� 36699（4番人気）
3連複票数 計1841663 的中 ��� 212254（1番人気）
3連単票数 計3032231 的中 ��� 124622（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．2―13．0―13．1―12．5―12．3―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．7―49．7―1：02．8―1：15．3―1：27．6―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．0
1
3
4－11－14（9，13，15）（3，16）（7，10）（2，5）－（6，8）12－1・（4，2）（11，14）16（13，15）（9，7，5，10）（3，8，1）6，12

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

勝馬の
紹 介

ハイランドピーク �
�
父 トーセンブライト �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2016．8．27 新潟15着

2014．5．16生 牡4青鹿 母 ハイランドダンス 母母 ル カ ダ ン ス 10戦4勝 賞金 59，551，000円
〔その他〕 ナンヨープルートー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ナンヨープルートー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年4月3日まで出走できない。
※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。



06035 3月3日 晴 良 （30中山2）第3日 第11競走 ��
��1，200�第13回夕刊フジ賞オーシャンステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，29．3．4以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，29．3．3以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除
く）

夕刊フジ賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

47 キングハート 牡5鹿 56 北村 宏司増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 504＋ 61：08．3 31．3�
713 ナックビーナス 牝5青鹿54 横山 典弘小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 526＋ 2 〃 アタマ 5．1�
510 ダイメイフジ 牡4鹿 56 M．デムーロ宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 510－ 81：08．4� 5．0�
59 ネ ロ 牡7栗 56 F．ミナリク西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 474－ 4 〃 ハナ 9．8�

（独）

24 ビップライブリー 牡5栗 56 戸崎 圭太鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 466＋ 6 〃 クビ 6．5�
815 レーヌミノル 牝4栗 55 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 474－ 6 〃 ハナ 5．1�
816 ロードクエスト 牡5鹿 56 三浦 皇成 	ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 460－ 61：08．5	 31．4

612 ラインスピリット 牡7黒鹿56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 436－ 8 〃 アタマ 26．9�
11 フミノムーン 牡6栗 56 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 454－ 41：08．6� 42．3�
48 
 リエノテソーロ 牝4栗 54 吉田 隼人了德寺健二ホール

ディングス	 武井 亮 米 Oak Bluff
Stables, LLC 446－ 41：08．7	 13．8

611 スノードラゴン 牡10芦 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 518＋ 21：08．91 18．9�
35 ジューヌエコール 牝4鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 クビ 37．3�
12 ラインミーティア 牡8鹿 56 西田雄一郎大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 480－ 41：09．0クビ 102．1�
36 � ブレイズアトレイル 牡9芦 56 内田 博幸前田 敏文氏 山田 信大 安平 ノーザンファーム 510＋ 91：09．1� 505．4�

（船橋）

714 エ ポ ワ ス �10鹿 56 田辺 裕信多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 488＋ 4 〃 アタマ 62．7�
23 アルティマブラッド 牝6青鹿54 津村 明秀 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 クビ 9．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 154，857，100円 複勝： 219，945，900円 枠連： 111，074，800円
馬連： 546，159，500円 馬単： 192，740，900円 ワイド： 292，128，600円
3連複： 960，613，800円 3連単： 1，213，086，000円 計： 3，690，606，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，130円 複 勝 � 650円 � 180円 � 230円 枠 連（4－7） 2，240円

馬 連 �� 7，530円 馬 単 �� 18，140円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 2，670円 �� 680円

3 連 複 ��� 13，740円 3 連 単 ��� 134，890円

票 数

単勝票数 計1548571 的中 � 39455（10番人気）
複勝票数 計2199459 的中 � 69155（11番人気）� 389419（1番人気）� 252626（4番人気）
枠連票数 計1110748 的中 （4－7） 38407（11番人気）
馬連票数 計5461595 的中 �� 56189（26番人気）
馬単票数 計1927409 的中 �� 7965（72番人気）
ワイド票数 計2921286 的中 �� 31254（30番人気）�� 27324（34番人気）�� 116794（3番人気）
3連複票数 計9606138 的中 ��� 52417（43番人気）
3連単票数 計12130860 的中 ��� 6520（494番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．0―11．4―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．5―44．9―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．8
3 9，15，12（3，4，7）（2，5，13）（8，16）10（6，11）－（1，14） 4 9（12，15）（4，7）（3，5，13）（8，16）2，10，6（1，11）－14

勝馬の
紹 介

キングハート �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2015．9．26 中山2着

2013．5．7生 牡5鹿 母 ラ ブ ハ ー ト 母母 シンメイユウシュン 24戦6勝 賞金 176，286，000円
〔騎手変更〕 ブレイズアトレイル号の騎手森泰斗は，負傷のため内田博幸に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アイライン号・アレスバローズ号・エイシンブルズアイ号・グレイトチャーター号・セカンドテーブル号・

ダイシンサンダー号・タイセイスターリー号・トーキングドラム号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりキングハート号は，高松宮記念（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。

06036 3月3日 晴 稍重 （30中山2）第3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

59 マイネルエスパス 牡6青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 528＋141：11．9 29．3�

11 カフェライジング 牡6鹿 57
55 △武藤 雅西川 恭子氏 松永 幹夫 新ひだか 三石橋本牧場 502－181：12．11� 7．0�

714 ラピッドライズ 牝5青鹿 55
54 ☆井上 敏樹下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 496＋ 2 〃 アタマ 17．7�

35 	 ウインバローラス 牡6鹿 57 F．ミナリク�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 B492－ 3 〃 アタマ 47．1�
（独）

816
 サウンドジャンゴ 牡6鹿 57 M．デムーロ増田 雄一氏 和田正一郎 米 Hibiscus
Stables B524－ 41：12．2クビ 3．8�

36 シ ェ ア ー ド 牡5鹿 57 木幡 初広伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 476－ 8 〃 クビ 6．6	
23 フジゴウカイ 牡6黒鹿57 武士沢友治荒木 誠氏 高市 圭二 新冠 対馬 正 516－ 21：12．3クビ 265．0

612 ダノンハイパワー 牡4黒鹿57 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 494－ 4 〃 クビ 4．2�
510 メイショウグジョウ 牡4栗 57 柴田 善臣松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 476＋ 6 〃 アタマ 174．4�
47 キョウエイスコール 牡5栗 57 大野 拓弥田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 496－ 41：12．61� 48．0
12 ワキノハガクレ 牡6黒鹿57 戸崎 圭太脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 426－ 21：12．7� 59．5�
611 アテンフェスタ 牡5栗 57 田辺 裕信河村 �平氏 寺島 良 浦河 多田 善弘 B500－ 81：12．8� 12．0�
24 ペイシャバラード 牝5黒鹿55 三浦 皇成北所 直人氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 454－ 81：13．12 31．2�
48 	 チェリースプリング 牝4芦 55

52 ▲野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 大成牧場 438－10 〃 ハナ 148．2�
815 ローレルジャック 牡5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 490± 0 〃 ハナ 6．0�
713 グランドポピー 牝6栗 55 内田 博幸田畑 利彦氏 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 470－181：13．52� 49．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，142，500円 複勝： 110，408，800円 枠連： 56，382，400円
馬連： 195，858，800円 馬単： 78，465，400円 ワイド： 124，972，700円
3連複： 261，334，500円 3連単： 347，027，500円 計： 1，252，592，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，930円 複 勝 � 740円 � 290円 � 470円 枠 連（1－5） 7，980円

馬 連 �� 11，520円 馬 単 �� 27，250円

ワ イ ド �� 2，690円 �� 5，380円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 42，400円 3 連 単 ��� 325，050円

票 数

単勝票数 計 781425 的中 � 21303（8番人気）
複勝票数 計1104088 的中 � 35823（8番人気）� 111595（5番人気）� 60153（7番人気）
枠連票数 計 563824 的中 （1－5） 5469（22番人気）
馬連票数 計1958588 的中 �� 13169（35番人気）
馬単票数 計 784654 的中 �� 2159（77番人気）
ワイド票数 計1249727 的中 �� 11979（29番人気）�� 5902（53番人気）�� 18865（19番人気）
3連複票数 計2613345 的中 ��� 4622（119番人気）
3連単票数 計3470275 的中 ��� 774（791番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．5―12．2―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．1―46．3―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルエスパス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2014．6．22 函館1着

2012．3．9生 牡6青鹿 母 タイニープラネット 母母 タイニーナイトラヴ 30戦4勝 賞金 64，140，000円
〔騎手変更〕 アテンフェスタ号の騎手森泰斗は，負傷のため田辺裕信に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エイシンカーニバル号・クリノシャンボール号・スビールアスール号・メイショウユメゴゼ号
※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。



（30中山2）第3日 3月3日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 183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

251，760，000円
7，780，000円
20，570，000円
1，620，000円
29，900，000円
73，830，000円
5，030，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
589，517，100円
912，762，500円
368，991，000円
1，513，687，600円
642，308，300円
882，712，300円
2，207，057，300円
2，907，974，700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 10，025，010，800円

総入場人員 19，434名 （有料入場人員 17，872名）
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