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06085 3月18日 晴 良 （30中山2）第8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

12 エンゲージリング 牝3芦 54 岩部 純二�ミルファーム 大江原 哲 日高 佐々木 康治 466－ 61：12．9 1．6�
510 シングシングシング 牝3鹿 54 C．ルメール �グリーンファーム新開 幸一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 448－ 61：13．85 6．4�
36 チ ョ ト ツ 牝3青鹿54 F．ミナリク佐久間拓士氏 伊藤 大士 浦河 山口 義彦 462－ 81：13．9� 23．1�

（独）

23 ティアップアリア 牝3栗 54 北村 友一田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 444－101：14．0� 36．8	
48 ガトーブリランテ 牝3栗 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 追分ファーム 482 ―1：14．21 101．5

816 パリスハート 牝3鹿 54 吉田 隼人日下 幸徳氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 442－ 6 〃 アタマ 7．1�
59 トモジャオール 牝3黒鹿54 石橋 脩吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 山際牧場 464＋ 2 〃 クビ 11．7�
713 レディボロニヤ 牝3栗 54 蛯名 正義松本 俊廣氏 尾関 知人 新冠 タニグチ牧場 416 ― 〃 ハナ 31．6
714 ル リ エ フ 牝3芦 54

52 △武藤 雅�菅井牧場 竹内 正洋 浦河 木戸口牧場 470＋181：14．3クビ 19．6�
612 デザートカレー 牝3芦 54 宮崎 北斗山上 和良氏 和田 勇介 新冠 イワミ牧場 430－ 4 〃 クビ 271．7�
24 ラプターゲイル 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新ひだか 中田 英樹 432－ 21：14．61� 21．5�
11 ハニハニハーモニー 牝3栗 54 江田 照男飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 490－ 61：15．77 33．2�
611 マサノメーテル 牝3鹿 54 柴田 大知猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 472＋101：16．12� 213．3�
35 ヴァイサファイル 牝3芦 54 伴 啓太松田 整二氏 高柳 瑞樹 日高 シンボリ牧場 454 ―1：16．95 422．6�
815 カシノルビー 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士柏木 務氏 蛯名 利弘 鹿児島 柏木 務 446＋ 2 〃 ハナ 271．4�
47 フクノルピナス 牝3鹿 54 二本柳 壮福島 祐子氏 杉浦 宏昭 むかわ 佐久間 孝司 412 ―1：17．11 346．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，383，700円 複勝： 83，936，600円 枠連： 17，195，700円
馬連： 62，094，200円 馬単： 35，207，700円 ワイド： 42，221，800円
3連複： 86，195，400円 3連単： 117，985，300円 計： 476，220，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 170円 � 290円 枠 連（1－5） 340円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 310円 �� 480円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 6，770円

票 数

単勝票数 計 313837 的中 � 154475（1番人気）
複勝票数 計 839366 的中 � 546868（1番人気）� 57588（3番人気）� 25653（6番人気）
枠連票数 計 171957 的中 （1－5） 38339（1番人気）
馬連票数 計 620942 的中 �� 74841（2番人気）
馬単票数 計 352077 的中 �� 32189（2番人気）
ワイド票数 計 422218 的中 �� 38411（2番人気）�� 22219（4番人気）�� 8138（14番人気）
3連複票数 計 861954 的中 ��� 23430（7番人気）
3連単票数 計1179853 的中 ��� 12622（10番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．9―12．6―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．8―47．4―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．1
3 2（6，9）1（10，13）（12，16）11（5，14）（3，8）4（7，15） 4 2（6，9）－1，10（12，13）－（3，11，16）（8，14）（4，5）－（7，15）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エンゲージリング �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．2．25 中山2着

2015．4．25生 牝3芦 母 プロポーズギフト 母母 ボートルサンテ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フクノルピナス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月18日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 デルマシェリー号
（非抽選馬） 6頭 アテナリ号・クールフォール号・ゴールデンテソーロ号・テイエムベアッコ号・ビッグジュジュ号・

ヤマニンミレーレ号
※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。

06086 3月18日 曇 良 （30中山2）第8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

611 アドマイヤヒビキ 牡3黒鹿56 F．ミナリク近藤 利一氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 560－ 41：57．6 7．0�
（独）

714 カ ガ ス タ ー 牡3鹿 56 戸崎 圭太香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 440－ 41：57．81� 1．9�
11 フラワーストリーム 牡3鹿 56 三浦 皇成花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 470＋ 21：58．33 41．9�
23 スズヨブラック 牡3鹿 56 田中 勝春鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 栄進牧場 478＋ 21：58．4� 9．2�
12 ロイヤルバースデー 牡3栗 56 横山 典弘松井 晴彦氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 484－ 21：58．61� 15．6�
713 オワゾードール 牡3鹿 56 北村 宏司 Viridian Keiba Club 久保田貴士 千歳 社台ファーム 478－ 21：58．7クビ 18．5�
510 トミケンゲヌーク �3青 56 蛯名 正義冨樫 賢二氏 田中 清隆 新ひだか 乾 皆雄 450－ 8 〃 クビ 36．7	
36 メモリーブレッド 牡3鹿 56 吉田 隼人保坂 和孝氏 小笠 倫弘 新ひだか 坂本牧場 B504－ 61：58．91 361．6

48 マイネルアーリー 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 武田牧場 504＋ 61：59．0� 12．2�
47 ネ コ マ ヒ カ 牡3栗 56 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 原 弘之 524－ 6 〃 ハナ 17．4
816 ア ル ジ 牡3鹿 56 田辺 裕信増田 和啓氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 42：00．06 31．3�
24 サクラトップタイム 牡3鹿 56 内田 博幸�トップフェロウ武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B480－ 6 〃 クビ 202．9�
59 ペイシャエリート 牡3栗 56 石橋 脩北所 直人氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット 474± 02：00．1� 18．1�
612 ダ ジ ボ ー グ 牡3黒鹿 56

54 △武藤 雅髙瀬 真尚氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 436＋ 42：00．31� 15．3�
35 アポロエレノア 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 日高 天羽 禮治 470－ 42：00．83 40．5�
815 ログインアイディー 牡3栗 56 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 464± 02：02．410 573．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，796，400円 複勝： 52，261，000円 枠連： 16，792，000円
馬連： 62，372，100円 馬単： 33，124，500円 ワイド： 46，835，100円
3連複： 92，235，500円 3連単： 113，621，100円 計： 446，037，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 260円 � 110円 � 1，030円 枠 連（6－7） 520円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 480円 �� 10，890円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 23，150円 3 連 単 ��� 90，020円

票 数

単勝票数 計 287964 的中 � 32614（2番人気）
複勝票数 計 522610 的中 � 39340（3番人気）� 203459（1番人気）� 7594（13番人気）
枠連票数 計 167920 的中 （6－7） 24608（1番人気）
馬連票数 計 623721 的中 �� 49889（2番人気）
馬単票数 計 331245 的中 �� 11178（10番人気）
ワイド票数 計 468351 的中 �� 27266（2番人気）�� 1037（75番人気）�� 5635（20番人気）
3連複票数 計 922355 的中 ��� 2988（71番人気）
3連単票数 計1136211 的中 ��� 915（263番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．2―38．7―52．4―1：05．4―1：18．2―1：31．2―1：44．3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤヒビキ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Southern Image デビュー 2018．2．18 東京16着

2015．4．5生 牡3黒鹿 母 サザンスピード 母母 Golden Eagle 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 アポロエレノア号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※メモリーブレッド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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８日



06087 3月18日 曇 良 （30中山2）第8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 3，500，000
3，500，000

円
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

23 ケイアイテディ 牡3栗 56 北村 宏司亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 隆栄牧場 450－ 21：13．2 1．7�
713 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 454－ 4 〃 同着 11．6�
59 � オメガクオリティー 牡3鹿 56 浜中 俊原 �子氏 戸田 博文 米 Teruya

Yoshida 482－ 41：13．41	 9．1�
612 ナムラファラー 牡3黒鹿56 丸山 元気奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 468± 01：13．61
 26．3�
815� カポラヴォーロ 牡3栗 56 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 米 Debra Ann
Shehadi 492－ 61：13．81 4．6�

714 エ ル フ ィ 牝3鹿 54 田中 勝春本間 充氏 宗像 義忠 日高 本間牧場 436± 01：14．54 22．7	
11 サウストラベラー 牡3栗 56 松岡 正海 
コスモヴューファーム 伊藤 伸一 日高 浦新 徳司 470 ―1：14．71	 46．1�
510 サムシングクール 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也桜井 忠隆氏 中川 公成 苫小牧 藤澤 昭勝 418－101：14．91	 16．4�
12 シラハタヤマ 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 新冠 武田牧場 464－ 61：15．0クビ 73．9
35 カンタルベルン 牡3黒鹿56 二本柳 壮四本 昭弘氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 454 ―1：15．21	 155．0�
48 セントオブウーマン 牝3鹿 54

52 △武藤 雅桜井 忠隆氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 404－ 61：15．83
 142．6�
24 ライクアスター 牝3栗 54 岩部 純二坂田 行夫氏 伊藤 正徳 新冠 武田 寛治 436－ 41：16．54 357．8�
47 サンセイラム �3鹿 56 嶋田 純次 �加藤ステーブル 高橋 文雅 新ひだか 乾 皆雄 424－181：16．71	 458．4�
36 ニットウサーメット 牝3黒鹿54 F．ミナリク藤井 謙氏 高橋 文雅 新ひだか 沖田 忠幸 474 ―1：16．8
 15．2�

（独）

611� プティットファム 牝3芦 54
51 ▲野中悠太郎吉田 千津氏 武井 亮 仏 M. Teruya

Yoshida 388－ 41：17．12 422．1�
816 デルマアワモリ 牡3栗 56 武士沢友治浅沼 廣幸氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444 ―1：18．48 187．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，701，800円 複勝： 71，754，800円 枠連： 18，576，800円
馬連： 55，526，100円 馬単： 33，091，300円 ワイド： 37，336，800円
3連複： 80，447，200円 3連単： 112，996，400円 計： 436，431，200円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

120円
350円 複 勝 �

�
110円
190円 � 220円 枠 連（2－7） 390円

馬 連 �� 700円 馬 単 ��
��

470円
1，150円

ワ イ ド �� 350円 ��
��

410円
1，490円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ���
���

3，810円
11，820円

票 数

単勝票数 計 267018 的中 � 121437（1番人気）� 18340（4番人気）
複勝票数 計 717548 的中 � 450887（1番人気）� 45368（3番人気）� 33519（4番人気）
枠連票数 計 185768 的中 （2－7） 36284（2番人気）
馬連票数 計 555261 的中 �� 61123（2番人気）
馬単票数 計 330913 的中 �� 27218（2番人気）�� 10202（10番人気）
ワイド票数 計 373368 的中 �� 29177（2番人気）�� 23826（4番人気）�� 5721（17番人気）
3連複票数 計 804472 的中 ��� 24084（8番人気）
3連単票数 計1129964 的中 ��� 10820（19番人気）��� 3442（68番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．5―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．9―47．4―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．3
3 13，6（3，15）（11，9）2，7（4，12）10（8，5，14）－1，16 4 13（3，6，15）9－（2，11，12）5（4，7，10）（8，14）－1－16

勝馬の
紹 介

ケイアイテディ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2017．12．23 中山6着

2015．5．22生 牡3栗 母 ベ タ ー ナ ウ 母母 Scenic Point 4戦1勝 賞金 6，800，000円
市場取引馬
クリノロマン �

�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 El Prado デビュー 2017．10．22 新潟5着

2015．4．29生 牝3芦 母 ミ ュ ー ジ ー 母母 Foible 7戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走状況〕 カポラヴォーロ号は，馬場入場後に左後肢落鉄。発走時刻4分遅延。
〔制裁〕 ケイアイテディ号の騎手北村宏司は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマアワモリ号は，「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。
※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 チョウヨウ号
（非抽選馬） 2頭 サノノタテヤマ号・ドラゴンホール号
※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。

06088 3月18日 曇 良 （30中山2）第8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 フェンドオフ 牡3芦 56
55 ☆井上 敏樹杉田 周作氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 476 ―1：56．6 20．2�

58 フラベリフォーム 牡3鹿 56 田中 勝春水上 行雄氏 萩原 清 浦河 笠松牧場 458 ―1：57．34 40．4�
815 トップダウン 牡3芦 56 石橋 脩石川 達絵氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526 ―1：58．78 2．1�
34 キングオブヘヴン �3栗 56

54 △武藤 雅 �カナヤマホール
ディングス 尾関 知人 浦河 酒井牧場 460 ―1：58．8� 73．1�

46 キタサンホワイト 牡3芦 56 北村 宏司�大野商事 小笠 倫弘 新ひだか 藤川フアーム 474 ―1：58．9クビ 10．4	
11 キミニトドケ 牝3鹿 54 田辺 裕信田原 邦男氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 428 ―1：59．21� 6．1

22 ペイストリー 牝3栗 54 F．ミナリク �社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム 518 ―1：59．41	 5．2�

（独）

611 ヒューマイト 牝3黒鹿54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 折手牧場 476 ―1：59．5� 157．5�
610 クライオブザソウル 牝3鹿 54 吉田 隼人�ターフ・スポート武井 亮 新冠 村田牧場 518 ―1：59．92� 13．4
713 コトブキブリアード 牡3栗 56 松岡 正海尾上 松壽氏 高橋 裕 青森 荒谷牧場 508 ―2：00．21
 21．7�
814 マルターズアグニ 牡3栗 56 蛯名 正義藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 454 ―2：00．3� 53．4�
35 � ホクリュウオウ 牡3青鹿56 内田 博幸北尾 龍典氏 森 秀行 米 Maccabee

Farms, LLC 470 ―2：00．4� 36．4�
712 ダテノライトニング 牝3栗 54 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 466 ―2：00．82� 172．1�
47 ベ リ ー グ ウ 牡3鹿 56 宮崎 北斗河村 祥史氏 伊藤 伸一 宮城 佐藤 庄一 508 ―2：01．01	 171．1�
23 シップフォクイーン 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �グリーンファーム牧浦 充徳 新ひだか 土田 扶美子 450 ―2：01．1� 18．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，808，400円 複勝： 37，899，900円 枠連： 16，993，700円
馬連： 54，477，600円 馬単： 28，427，200円 ワイド： 35，102，600円
3連複： 70，389，900円 3連単： 86，051，600円 計： 363，150，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 360円 � 660円 � 130円 枠 連（5－5） 17，940円

馬 連 �� 22，010円 馬 単 �� 40，680円

ワ イ ド �� 3，990円 �� 760円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 11，970円 3 連 単 ��� 142，760円

票 数

単勝票数 計 338084 的中 � 13353（7番人気）
複勝票数 計 378999 的中 � 21380（7番人気）� 10511（9番人気）� 116113（1番人気）
枠連票数 計 169937 的中 （5－5） 734（31番人気）
馬連票数 計 544776 的中 �� 1918（46番人気）
馬単票数 計 284272 的中 �� 524（83番人気）
ワイド票数 計 351026 的中 �� 2178（42番人気）�� 12365（7番人気）�� 6370（16番人気）
3連複票数 計 703899 的中 ��� 4409（40番人気）
3連単票数 計 860516 的中 ��� 437（377番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―13．3―13．6―13．0―12．7―12．9―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―38．3―51．9―1：04．9―1：17．6―1：30．5―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．0
1
3
・（9，8）（5，6）12，3（2，15）（4，10）－11（13，14）－1，7・（9，8）（6，12）（5，3）15，2（4，10）11，1（13，14）－7

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

勝馬の
紹 介

フェンドオフ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アドマイヤコジーン 初出走

2015．4．17生 牡3芦 母 アドマイヤプルート 母母 スプリングハーレー 1戦1勝 賞金 6，000，000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。



06089 3月18日 曇 良 （30中山2）第8日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・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
1：44．9
1：43．9

良
良

47 アストラサンタン 牝3青鹿54 M．デムーロ丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 454－ 21：49．4 1．6�
510 ア ビ ー ム 牝3青鹿54 F．ミナリク �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 456＋ 4 〃 クビ 7．4�

（独）

35 ペイシャゲイン 牝3黒鹿54 蛯名 正義北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 472 ―1：49．82� 164．8�
612 サクラレイメイ 牝3黒鹿54 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 454 ― 〃 クビ 61．5�
816 コロンバスデイ 牝3鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 460＋ 4 〃 ハナ 15．8	
23 ラブリーアゲン 牝3黒鹿54 北村 宏司浅川 皓司氏 萱野 浩二 様似 富田 恭司 408－ 41：50．65 5．1

36 ゴールデンフィジー 牝3鹿 54 田中 勝春吉田 照哉氏 牧 光二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434 ―1：51．45 114．4�
11 グローリアススワン 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹日下部勝德氏 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 422 ―1：51．61� 149．9�

24 オ ペ レ ッ タ 牝3芦 54 江田 照男�ラ・メール 奥村 武 新ひだか 田中 裕之 458 ― 〃 ハナ 46．2
12 サツキワルツ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 446－ 81：51．81� 37．3�
815 カ プ ア 牝3栗 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム 464－ 41：51．9クビ 9．8�
713 フ ァ ゴ ッ ト 牝3黒鹿54 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 416 ― 〃 ハナ 23．0�
611 ミコフラッシュ 牝3青 54 横山 和生古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 430 ―1：52．53� 416．4�
714 ミセスユウコチャン 牝3栗 54 津村 明秀長谷川 彰氏 中川 公成 新冠 シンユウフアーム 456 ―1：52．92� 119．4�
59 フロルセレジェイラ 牝3鹿 54

52 △武藤 雅村上 卓史氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 448－ 41：53．11� 188．4�
48 コハルチャン 牝3栗 54 丸山 元気二口 雅一氏 土田 稔 新冠 村上牧場 434－ 61：53．2� 176．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，651，100円 複勝： 86，566，300円 枠連： 17，783，200円
馬連： 57，626，200円 馬単： 38，058，800円 ワイド： 42，125，500円
3連複： 79，457，400円 3連単： 126，549，000円 計： 484，817，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 200円 � 1，670円 枠 連（4－5） 640円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 310円 �� 3，300円 �� 17，060円

3 連 複 ��� 25，140円 3 連 単 ��� 52，720円

票 数

単勝票数 計 366511 的中 � 177640（1番人気）
複勝票数 計 865663 的中 � 574485（1番人気）� 49612（3番人気）� 3976（13番人気）
枠連票数 計 177832 的中 （4－5） 21452（3番人気）
馬連票数 計 576262 的中 �� 70368（2番人気）
馬単票数 計 380588 的中 �� 34663（2番人気）
ワイド票数 計 421255 的中 �� 40889（2番人気）�� 3018（28番人気）�� 573（71番人気）
3連複票数 計 794574 的中 ��� 2370（57番人気）
3連単票数 計1265490 的中 ��� 1740（128番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．1―48．1―1：00．2―1：13．0―1：25．4―1：37．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

アストラサンタン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cozzene デビュー 2017．11．26 東京5着

2015．3．13生 牝3青鹿 母 レンドフェリーチェ 母母 レ ン Ⅱ 5戦1勝 賞金 9，750，000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。
（非抽選馬） 1頭 サーフィンサファリ号
※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。

06090 3月18日 曇 良 （30中山2）第8日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・右・外）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

67 アイスフィヨルド 牡3芦 56 戸崎 圭太佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 440± 01：35．1 3．6�
810 オメガラヴィサン 牡3鹿 56 M．デムーロ原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 468－ 6 〃 アタマ 3．4�
22 ア ル ー シ ャ 牝3芦 54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 424＋ 21：35．52� 1．8�
79 スラッシュメタル 牡3鹿 56 北村 友一吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 428－121：35．6	 14．1�
33 トーセンクリーガー 牡3栗 56 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 480－ 21：35．7� 66．2	
11 
 スタークニナガ 牡3青鹿56 松岡 正海須田 靖之氏 田中 正二 新ひだか 谷岡スタット 420－ 41：35．91� 190．5


（北海道）

44 シアトルトウショウ 牝3青鹿54 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466－ 11：36．96 199．0�
811 スターリバー 牝3栗 54 菅原 隆一田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 山田牧場 426－ 61：37．11� 612．6
55 ドラゴンハート 牡3栗 56 丸山 元気スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 450－ 61：37．2クビ 80．4�
78 エ ト ナ 牡3鹿 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 486± 01：38．05 68．5�
66 ロ ン ロ ネ オ 牡3黒鹿56 F．ミナリクゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448± 01：39．7大差 44．3�
（独）

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，212，100円 複勝： 75，143，900円 枠連： 12，391，200円
馬連： 58，350，400円 馬単： 44，795，600円 ワイド： 36，639，100円
3連複： 79，503，000円 3連単： 198，314，300円 計： 543，349，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（6－8） 640円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 180円 �� 130円 �� 140円

3 連 複 ��� 230円 3 連 単 ��� 2，570円

票 数

単勝票数 計 382121 的中 � 82733（3番人気）
複勝票数 計 751439 的中 � 92000（2番人気）� 64548（3番人気）� 506937（1番人気）
枠連票数 計 123912 的中 （6－8） 14916（3番人気）
馬連票数 計 583504 的中 �� 76406（3番人気）
馬単票数 計 447956 的中 �� 28368（6番人気）
ワイド票数 計 366391 的中 �� 41617（3番人気）�� 82815（1番人気）�� 67582（2番人気）
3連複票数 計 795030 的中 ��� 255787（1番人気）
3連単票数 計1983143 的中 ��� 55881（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．9―47．7―1：00．0―1：12．4―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．1

3 3，4（1，7）8（6，5，2）10（11，9）
2
4

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

勝馬の
紹 介

アイスフィヨルド �
�
父 クリストワイニング �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．8．19 新潟3着

2015．4．22生 牡3芦 母 ラトーヌインパクト 母母 ラトーヌサンライズ 9戦2勝 賞金 23，850，000円
〔制裁〕 シアトルトウショウ号の騎手岩部純二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・2番・1

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロンロネオ号は，「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。
※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。

追 加 記 事（第 2回中山競馬第 7日第 5競走）
〔その他〕　　オプティカルビート号は，競走中に疾病〔左第１趾骨近位骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



06091 3月18日 曇 良 （30中山2）第8日 第7競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

23 カ ブ キ モ ノ 牡5黒鹿57 田辺 裕信國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B504－ 21：55．1 2．9�
815 シンコーマーチャン 牡4鹿 57 丸山 元気豊原 正嗣氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 B486－ 21：55．95 28．3�
12 リ ア リ ス ト 牡5鹿 57 松田 大作吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム B478－18 〃 クビ 5．2�
24 � クリップスプリンガ 牡4鹿 57 田中 勝春山下 良子氏 的場 均 新冠 ヤマタケ牧場 438＋ 41：56．11� 84．5�
714 ポルトドレーヴ �5鹿 57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464＋ 2 〃 クビ 14．3�
612 ブラウンアニマート 牡5黒鹿57 三浦 皇成キャピタルクラブ 武藤 善則 日高 株式会社カ

ネツ牧場 478－ 21：56．2クビ 34．6�
510 リネンソング 牡5黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 486＋ 2 〃 クビ 341．2	
36 パガットケーブ 牡4青鹿57 C．ルメール 
サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 512－ 41：56．3クビ 9．1�
35 ジャストヒーロー 牡4黒鹿57 内田 博幸密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 B454－ 41：56．83 72．0�
11 サムライダマシー 牡5鹿 57 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 476± 01：57．11	 378．5
48 デストリーライズ �6鹿 57 松岡 正海広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 498－ 21：57．2	 61．3�
611 パルフェット 牡4鹿 57 岩部 純二
ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 518－ 81：57．51	 381．6�
713 リンガスネオ �4黒鹿57 大野 拓弥伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 464－ 41：57．6クビ 4．2�
59 アイアムジュピター 牡4鹿 57

55 △武藤 雅堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 508－ 61：57．7	 30．9�
47 ビーチマリカ 牝4芦 55 M．デムーロ谷掛 龍夫氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 486－ 4 〃 クビ 8．2�
816 レッドアーサー 牡4黒鹿57 浜中 俊 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 456－ 61：57．8クビ 23．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，064，000円 複勝： 47，937，000円 枠連： 20，790，800円
馬連： 86，298，100円 馬単： 39，542，400円 ワイド： 51，388，100円
3連複： 107，869，700円 3連単： 137，875，700円 計： 526，765，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 520円 � 190円 枠 連（2－8） 1，640円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 5，730円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 350円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 3，930円 3 連 単 ��� 22，200円

票 数

単勝票数 計 350640 的中 � 94182（1番人気）
複勝票数 計 479370 的中 � 103282（1番人気）� 17580（9番人気）� 66346（3番人気）
枠連票数 計 207908 的中 （2－8） 9771（9番人気）
馬連票数 計 862981 的中 �� 19141（14番人気）
馬単票数 計 395424 的中 �� 5168（20番人気）
ワイド票数 計 513881 的中 �� 10395（16番人気）�� 41899（2番人気）�� 7943（20番人気）
3連複票数 計1078697 的中 ��� 20562（10番人気）
3連単票数 計1378757 的中 ��� 4502（65番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．8―13．3―12．8―12．8―13．0―12．6―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．9―50．2―1：03．0―1：15．8―1：28．8―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．3
1
3
3，15，16（2，7，13）（10，9，14）＝4（8，12）－6，1－11－5・（3，15）（2，7，16，13）（10，9，14）－12，6，4（1，5）8－11

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

勝馬の
紹 介

カ ブ キ モ ノ �
�
父 アンライバルド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．5．22 新潟10着

2013．5．30生 牡5黒鹿 母 デピュティプリミエ 母母 カートゥーン 19戦3勝 賞金 36，030，000円

06092 3月18日 曇 良 （30中山2）第8日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

712� スパイラルダイブ 牡4青鹿57 C．ルメール �G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430－ 62：01．9 4．7�

57 モ ク レ レ 牡4黒鹿57 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 502＋102：02．22 13．4�

11 グリントオブライト 牝5栗 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 452＋ 42：02．3	 3．3�
58 プランスシャルマン 牡5栗 57 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 462－102：02．51	 24．6�
69 レッドアルカナ 牝5鹿 55 浜中 俊 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム B494± 02：02．81	 8．4	
814 コスモスピード 牡4鹿 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 登別 青藍牧場 446－ 2 〃 ハナ 258．7

813 アイスコールド 牝5鹿 55 松岡 正海ゴドルフィン 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 62：02．9	 41．5�
22 アサギリジョー 牡4鹿 57 F．ミナリク河内 孝夫氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 492＋ 8 〃 クビ 10．2�

（独）

711 ウ ォ ー ブ ル 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 470－ 22：03．0
 14．3
33 ブルースカイハーツ 牡4黒鹿 57

55 △武藤 雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 444＋ 22：03．1	 17．6�

46 マイネルプレッジ 牡7鹿 57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 450± 02：03．2	 12．1�

45 � リードザフィールド 牡4栗 57
54 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 Brereton C. Jones

& B. Ned Jones 446＋ 22：03．3	 59．2�
34 ラ レ ゾ ン 牝4黒鹿55 大野 拓弥 �社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 42：03．62 70．9�
610� ナイルストーリー 牡4黒鹿57 M．デムーロ吉田 和美氏 堀 宣行 米 Michelle Redding

& France Weiner 516＋202：03．7クビ 7．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 41，686，300円 複勝： 62，945，500円 枠連： 24，171，600円
馬連： 101，812，000円 馬単： 43，012，200円 ワイド： 61，090，200円
3連複： 127，089，300円 3連単： 159，792，400円 計： 621，599，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 330円 � 140円 枠 連（5－7） 1，710円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 400円 �� 980円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 29，440円

票 数

単勝票数 計 416863 的中 � 70639（2番人気）
複勝票数 計 629455 的中 � 92660（2番人気）� 36187（8番人気）� 150106（1番人気）
枠連票数 計 241716 的中 （5－7） 10948（5番人気）
馬連票数 計1018120 的中 �� 23371（13番人気）
馬単票数 計 430122 的中 �� 6441（20番人気）
ワイド票数 計 610902 的中 �� 10841（15番人気）�� 42697（1番人気）�� 15428（9番人気）
3連複票数 計1270893 的中 ��� 21651（10番人気）
3連単票数 計1597924 的中 ��� 3934（75番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―36．6―49．0―1：01．6―1：13．8―1：26．1―1：38．5―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スパイラルダイブ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エンドスウィープ

2014．4．13生 牡4青鹿 母 スパイラルリング 母母 ウェディングバンド 6戦1勝 賞金 14，800，000円
初出走 JRA

〔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。



06093 3月18日 曇 良 （30中山2）第8日 第9競走 ��
��1，600�

まくはり

幕張ステークス
発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

68 ゴールドサーベラス 牡6栗 57 大野 拓弥田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 460＋ 61：34．3 28．5�
33 プロディガルサン 牡5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 520－ 2 〃 クビ 2．7�
44 チャンピオンルパン 牡7鹿 57 横山 和生坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 494－101：34．4クビ 26．4�
79 ソーグリッタリング 牡4鹿 57 M．デムーロ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 476－12 〃 クビ 3．5�
811 ウインファビラス 牝5芦 55 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 468－ 41：34．82� 49．8	
812 クリアザトラック 牡4鹿 57 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 450－ 41：34．9� 5．4

67 ショウナンライズ 牡5栗 57 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 474－ 4 〃 ハナ 18．1�
11 テ ィ ソ ー ナ 	5黒鹿57 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 506＋181：35．0� 5．7�
22 
 ターゲリート 牡5黒鹿57 吉田 隼人�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 486± 01：35．31� 13．8
56 マイネルメリエンダ 牡7栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 498－ 41：35．61� 76．1�
55 クラウンディバイダ 牡5黒鹿57 内田 博幸�クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 474＋ 21：35．81� 81．7�

（11頭）
710 クラウンレガーロ 牡8栗 57 三浦 皇成�クラウン 天間 昭一 新冠 大栄牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 58，470，000円 複勝： 80，437，000円 枠連： 23，163，100円
馬連： 129，882，200円 馬単： 59，663，400円 ワイド： 71，764，500円
3連複： 161，405，700円 3連単： 258，218，600円 計： 843，004，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，850円 複 勝 � 480円 � 130円 � 450円 枠 連（3－6） 1，190円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 9，840円

ワ イ ド �� 980円 �� 3，730円 �� 860円

3 連 複 ��� 14，460円 3 連 単 ��� 104，810円

票 数

単勝票数 計 584700 的中 � 16399（8番人気）
複勝票数 計 804370 的中 � 32611（8番人気）� 237107（1番人気）� 35856（7番人気）
枠連票数 計 231631 的中 （3－6） 15026（5番人気）
馬連票数 計1298822 的中 �� 31265（10番人気）
馬単票数 計 596634 的中 �� 4546（34番人気）
ワイド票数 計 717645 的中 �� 19025（10番人気）�� 4752（35番人気）�� 21951（8番人気）
3連複票数 計1614057 的中 ��� 8366（44番人気）
3連単票数 計2582186 的中 ��� 1786（269番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―35．8―47．5―59．0―1：10．7―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―3F35．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴールドサーベラス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Diesis デビュー 2014．10．26 東京12着

2012．3．29生 牡6栗 母 インシステント 母母 I Certainly Am 18戦4勝 賞金 51，666，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔出走取消〕 クラウンレガーロ号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。

06094 3月18日 曇 良 （30中山2）第8日 第10競走 ��
��1，200�

ち ば

千葉ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，29．3．18以降30．3．11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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815 ウインオスカー 牡5鹿 54 菱田 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 B508＋ 21：11．1 23．2�
714 ドリームドルチェ 牡6青鹿54 F．ミナリクライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 512± 0 〃 クビ 80．0�

（独）

816 ショコラブラン 牡6芦 56 C．ルメール �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム B474－ 81：11．31 16．9�
36 ドラゴンゲート 牡6栗 55 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 488－ 61：11．51� 7．5�
48 ハ ッ ト ラ ブ 牝4鹿 53 横山 典弘服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 482＋ 61：11．6� 4．3	
24 	 ベ ッ ク 牡7栗 55 北村 宏司細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 516± 01：11．7
 16．1

12 ヒカリブランデー 牡7鹿 54 内田 博幸�ヒカリクラブ 池上 昌和 浦河 笠松牧場 486＋ 61：11．91� 96．2�
59 アールプロセス 牡7鹿 55 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 514－ 6 〃 ハナ 25．0�
35 モンドクラッセ 牡7鹿 57 大野 拓弥�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 528－ 4 〃 ハナ 37．5
713 グレイトチャーター 牡6鹿 54 石橋 脩�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500－ 61：12．0
 19．8�
23 レーザーバレット 牡10鹿 58 北村 友一前田 葉子氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 486＋111：12．21 124．6�
612 マッチレスヒーロー 牡7栗 55 吉田 隼人�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B482－ 6 〃 ハナ 5．7�
611 ニットウスバル 牡6鹿 56 M．デムーロ�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 522－ 81：12．3
 4．4�
47 トウショウカウント 牡6栗 54 松岡 正海トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 514＋101：12．93� 202．8�
11 � ナンチンノン 牡7栗 57 三浦 皇成加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 544＋ 41：13．32� 9．0�
510 マイネルバールマン 牡4芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新ひだか 藤沢牧場 528± 01：13．4� 15．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 68，569，500円 複勝： 100，824，900円 枠連： 46，277，600円
馬連： 210，517，900円 馬単： 81，524，500円 ワイド： 112，728，500円
3連複： 296，429，000円 3連単： 367，987，700円 計： 1，284，859，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，320円 複 勝 � 700円 � 1，990円 � 490円 枠 連（7－8） 4，570円

馬 連 �� 75，990円 馬 単 �� 144，880円

ワ イ ド �� 17，430円 �� 4，260円 �� 9，970円

3 連 複 ��� 214，180円 3 連 単 ��� 1，368，150円

票 数

単勝票数 計 685695 的中 � 23566（10番人気）
複勝票数 計1008249 的中 � 38319（10番人気）� 12552（14番人気）� 57332（7番人気）
枠連票数 計 462776 的中 （7－8） 7831（20番人気）
馬連票数 計2105179 的中 �� 2147（95番人気）
馬単票数 計 815245 的中 �� 422（188番人気）
ワイド票数 計1127285 的中 �� 1661（97番人気）�� 6876（51番人気）�� 2913（77番人気）
3連複票数 計2964290 的中 ��� 1038（352番人気）
3連単票数 計3679877 的中 ��� 195（2051番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．5―12．2―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．8―47．0―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．3
3 ・（6，14）4（1，15）16，7（2，13）（9，10）11（5，12）（3，8） 4 6，14（4，15）（2，16）1（5，7，9，13）（12，10，11）（3，8）

勝馬の
紹 介

ウインオスカー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2015．6．6 阪神1着

2013．3．31生 牡5鹿 母 グローリサンディ 母母 ダイヤターン 21戦6勝 賞金 114，434，000円
※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。
（非抽選馬） 4頭 サクラエール号・テーオーヘリオス号・ピンポン号・メドウラーク号
※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。

２レース目



06095 3月18日 曇 良 （30中山2）第8日 第11競走 ��
��1，800�第67回フジテレビ賞スプリングステークス（ＧⅡ）

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

フジテレビ賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 938，000円 268，000円 134，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

68 ステルヴィオ 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：48．1 2．3�
45 エポカドーロ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 田上 徹 492－ 4 〃 ハナ 5．3�
812 マイネルファンロン 牡3青鹿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 458± 01：48．73� 16．0�
11 バールドバイ 牡3鹿 56 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－ 4 〃 ハナ 48．9�
44 レノヴァール 牡3鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 510＋ 4 〃 アタマ 24．8	
710 カフジバンガード 牡3鹿 56 内田 博幸加藤 守氏 松元 茂樹 浦河 酒井牧場 474＋ 41：48．8クビ 30．3

711 ゴーフォザサミット 牡3黒鹿56 田辺 裕信山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 500± 0 〃 クビ 7．8�
56 � ハッピーグリン 牡3栗 56 大野 拓弥会田 裕一氏 田中 淳司 千歳 社台ファーム 458－ 41：48．9クビ 10．9�

（北海道）

22 ル ー カ ス 牡3鹿 56 M．デムーロ �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 492＋ 21：49．43 4．6
57 ビッグスモーキー 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 528＋ 41：49．82� 25．1�
33 コスモイグナーツ 牡3青鹿56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 高村牧場 460－ 41：50．11� 194．5�
813 ライトカラカゼ 牡3鹿 56 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 464－101：50．84 115．4�
69 	 フォルツァエフ 牡3鹿 56 F．ミナリク大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 476－ 91：51．97 383．4�
（独）

（13頭）

売 得 金
単勝： 259，905，900円 複勝： 300，591，100円 枠連： 116，492，500円 馬連： 798，912，100円 馬単： 335，176，200円
ワイド： 363，294，800円 3連複： 1，148，281，900円 3連単： 2，071，584，800円 5重勝： 716，142，800円 計： 6，110，382，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 180円 � 260円 枠 連（4－6） 570円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 290円 �� 460円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 7，440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����� 4，820，190円

票 数

単勝票数 計2599059 的中 � 874052（1番人気）
複勝票数 計3005911 的中 � 900888（1番人気）� 395398（3番人気）� 219846（5番人気）
枠連票数 計1164925 的中 （4－6） 157465（1番人気）
馬連票数 計7989121 的中 �� 959974（1番人気）
馬単票数 計3351762 的中 �� 222794（2番人気）
ワイド票数 計3632948 的中 �� 352445（2番人気）�� 196214（4番人気）�� 106200（8番人気）
3連複票数 計11482819 的中 ��� 385464（5番人気）
3連単票数 計20715848 的中 ��� 201823（11番人気）
5重勝票数 計7161428 的中 ����� 104

ハロンタイム 12．4―11．3―11．9―12．2―11．8―12．1―12．4―12．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．6―47．8―59．6―1：11．7―1：24．1―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ステルヴィオ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2017．6．4 東京1着

2015．1．15生 牡3鹿 母 ラ ル ケ ッ ト 母母 ア ズ サ ユ ミ 5戦3勝 賞金 119，690，000円
〔制裁〕 ハッピーグリン号の騎手大野拓弥は，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）

バールドバイ号の騎手北村宏司は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりステルヴィオ号・エポカドーロ号・マイネルファンロン号は，皐月賞（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。

06096 3月18日 曇 良 （30中山2）第8日 第12競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

611 アナザートゥルース �4栗 57 大野 拓弥 �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 486＋ 41：54．7 8．9�

24 テイエムコンドル 牡7鹿 57 戸崎 圭太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 472－ 2 〃 クビ 31．9�
59 シャムロック 牡4栗 57 石橋 脩 �いとはんホール

ディングス 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 492－ 81：54．8	 43．5�
510
 トーホウリーガル 牡5青鹿57 勝浦 正樹東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 526－ 81：54．9	 213．9�
815 リョウランヒーロー 牡4黒鹿57 菱田 裕二佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 484± 01：55．0クビ 70．8	
36 フジマサクラウン 牡7鹿 57 田中 勝春藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム B520－ 21：55．1	 29．6

35 クロノスタシス 牡5芦 57 C．ルメール �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 538－ 2 〃 ハナ 5．4�
612 アスタリスク 牡5鹿 57 田辺 裕信石川 達絵氏 奥村 武 新ひだか 山際 智 472－ 41：55．2クビ 4．3�
11 ダイチトゥルース 牡7黒鹿57 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 470± 0 〃 アタマ 123．2
816 コトブキホーク 牡4黒鹿57 横山 典弘尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 478－ 6 〃 クビ 28．8�
23 グッドラックサマー 牡4栗 57 横山 和生澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 558＋ 41：55．51	 4．6�
12 シ ベ リ ウ ス 牡5栗 57 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B456－101：55．6� 119．6�
47 
 エターナルヒーロー �8黒鹿57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 博憲 むかわ 東振牧場 486＋ 2 〃 ハナ 247．7�
714 ロードプレミアム 牡5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 490－ 61：55．7クビ 33．8�
48 エグジットラック 牡4栗 57 内田 博幸戸賀 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 506－ 21：56．23 13．5�
713 ピックミータッチ �5鹿 57 M．デムーロ山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 516＋ 41：56．52 4．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 102，752，500円 複勝： 128，754，100円 枠連： 64，247，200円
馬連： 249，690，000円 馬単： 100，493，300円 ワイド： 148，559，300円
3連複： 341，183，200円 3連単： 479，328，400円 計： 1，615，008，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 340円 � 660円 � 1，210円 枠 連（2－6） 740円

馬 連 �� 15，940円 馬 単 �� 23，980円

ワ イ ド �� 4，420円 �� 5，610円 �� 10，990円

3 連 複 ��� 150，520円 3 連 単 ��� 762，090円

票 数

単勝票数 計1027525 的中 � 91673（5番人気）
複勝票数 計1287541 的中 � 110235（5番人気）� 49808（9番人気）� 25772（12番人気）
枠連票数 計 642472 的中 （2－6） 66795（3番人気）
馬連票数 計2496900 的中 �� 12139（43番人気）
馬単票数 計1004933 的中 �� 3143（73番人気）
ワイド票数 計1485593 的中 �� 8718（44番人気）�� 6846（49番人気）�� 3471（73番人気）
3連複票数 計3411832 的中 ��� 1700（255番人気）
3連単票数 計4793284 的中 ��� 456（1298番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．4―50．6―1：03．1―1：15．5―1：28．1―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．2
1
3

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

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

アナザートゥルース �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．3．5 中山1着

2014．3．20生 �4栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 5戦3勝 賞金 23，700，000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。
（非当選馬） 1頭 ハシカミ号
（非抽選馬） 1頭 クリノフウジン号

５レース目



（30中山2）第8日 3月18日（日曜日） 晴後曇 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
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

291，690，000円
20，040，000円
2，220，000円
34，820，000円
70，767，500円
4，797，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
762，001，700円
1，129，052，100円
394，875，400円
1，927，558，900円
872，117，100円
1，049，086，300円
2，670，487，200円
4，230，305，300円
716，142，800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 13，751，626，800円

総入場人員 23，972名 （有料入場人員 21，926名）



平成30年度 第2回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，384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

2，036，170，000円
30，980，000円
151，030，000円
12，980，000円
238，710，000円
562，394，500円
38，905，600円
13，286，400円

勝馬投票券売得金
5，426，295，800円
7，573，140，600円
2，754，481，400円
13，169，537，000円
6，209，698，200円
7，223，913，700円
17，561，023，200円
28，573，931，200円
2，886，594，100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 91，378，615，200円

総入場延人員 171，658名 （有料入場延人員 157，266名）
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