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06073 3月16日 曇 良 （31中山2）第7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

816 ステイホット 牝3栗 54 M．デムーロ小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 464－101：12．7 3．7�
612 グラディオロ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 446－141：13．02 6．8�
815 カネショウベリー 牝3芦 54 岩田 康誠清水 正裕氏 古賀 史生 日高 サンシャイン

牧場 434＋ 61：13．42� 46．8�
611 シダクティブノンコ 牝3栗 54 松岡 正海吉田 千津氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 470－ 41：13．82� 4．7�
35 セイドアモール 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ
アーム 478＋ 61：13．9� 18．5�

11 サンダーソニア 牝3栗 54
52 △野中悠太郎�ジェイアール 田村 康仁 浦河 中島牧場 B476－ 2 〃 ハナ 3．9	

59 イデアノオモイ 牝3鹿 54 戸崎 圭太益田 修一氏 柄崎 孝 新ひだか 西川富岡牧場 428－ 2 〃 クビ 12．7

510 チ ャ ン ダ ナ 牝3芦 54 田中 勝春�ターフ・スポート粕谷 昌央 日高 ナカノファーム 476－ 21：14．11� 13．7�
48 ニシノリリアンヌ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也西山 茂行氏 牧 光二 新ひだか 前田ファーム 472± 01：14．2クビ 77．6
714 アーティクル 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 津島 優治 450± 0 〃 クビ 401．0�
36 セイユウビューティ 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹松岡 正二氏 加藤 和宏 浦河 カケハムポニークラブ 442 ―1：14．3� 169．0�
24 ペイシャパシャ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 様似 富田 恭司 442 ―1：14．72� 24．5�
23 マリノリヴィエール 牝3黒鹿54 勝浦 正樹�クラウン 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 456 ―1：14．91� 98．6�
12 ジーガーローレンス 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 488 ―1：15．21� 14．6�
713 チリカラチリトト 牝3黒鹿54 内田 博幸橘 倍男氏 高橋 義博 日高 戸川牧場 434－ 21：16．68 279．1�
47 ミ ス ホ ナ ミ 牝3黒鹿54 木幡 初也諸岡 慶氏 天間 昭一 新ひだか 千代田牧場 456 ―1：18．08 235．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，922，600円 複勝： 45，422，600円 枠連： 15，179，100円
馬連： 57，265，300円 馬単： 27，945，000円 ワイド： 44，622，900円
3連複： 87，913，500円 3連単： 106，445，400円 計： 413，716，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 280円 � 840円 枠 連（6－8） 560円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，670円 �� 5，320円

3 連 複 ��� 16，970円 3 連 単 ��� 64，410円

票 数

単勝票数 計 289226 的中 � 61707（1番人気）
複勝票数 計 454226 的中 � 78006（3番人気）� 41814（4番人気）� 11281（9番人気）
枠連票数 計 151791 的中 （6－8） 20767（2番人気）
馬連票数 計 572653 的中 �� 28411（4番人気）
馬単票数 計 279450 的中 �� 7018（7番人気）
ワイド票数 計 446229 的中 �� 16190（6番人気）�� 6804（19番人気）�� 2075（43番人気）
3連複票数 計 879135 的中 ��� 3885（51番人気）
3連単票数 計1064454 的中 ��� 1198（201番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．8―12．6―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―34．3―46．9―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステイホット �
�
父 キャプテントゥーレ �

�
母父 Iffraaj デビュー 2018．11．3 東京3着

2016．3．13生 牝3栗 母 ステイアライヴ 母母 Pursuit of Life 5戦1勝 賞金 10，300，000円
〔発走状況〕 ジーガーローレンス号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 ジーガーローレンス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスホナミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月16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〕 アーティクル号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月16日まで平地競走に出走できな

い。

06074 3月16日 曇 良 （31中山2）第7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

56 ゴールデンウェル 牡3栗 56 M．デムーロ江馬 由将氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 470－ 21：56．6 2．7�
22 エクリリストワール 牡3栗 56 戸崎 圭太鈴木 剛史氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 534＋32 〃 クビ 3．8�
79 ショウナンタイヨウ 牡3青鹿56 内田 博幸国本 哲秀氏 矢野 英一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B504＋ 41：57．02� 11．7�
710 ロードトゥドラゴン 牡3鹿 56 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－121：57．31� 11．4�
11 スカテナート 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田 安惠氏 古賀 慎明 安平 追分ファーム 456－ 41：57．51 2．8�
33 ボーイズオブサマー 牡3栗 56 F．ミナリク �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 506－ 61：57．92� 46．1	
（独）

55 アービルビエント 牡3青鹿 56
53 ▲山田 敬士柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 506＋ 21：58．53� 252．4


812 ソルダートダズル 牡3青鹿56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 B484－ 61：58．6� 228．6�
811 ブラックテキーラ 牡3栗 56 武士沢友治黒澤 尚氏 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 498－ 41：59．02� 137．4�
68 チェスナットバレー 牡3鹿 56 蛯名 正義大島有志生氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478－ 22：00．17 28．6
44 スリーサンコーズ 牡3栗 56 江田 照男永井商事� 田中 剛 浦河 村中牧場 438－ 62：00．31 38．0�
67 ハ グ ク ミ 牝3鹿 54 大庭 和弥北浦 博樹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 424－ 22：05．8大差 275．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，975，600円 複勝： 32，437，000円 枠連： 9，136，500円
馬連： 45，717，300円 馬単： 23，643，700円 ワイド： 29，753，600円
3連複： 67，087，200円 3連単： 107，057，900円 計： 340，808，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 170円 � 250円 枠 連（2－5） 650円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 290円 �� 560円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 8，690円

票 数

単勝票数 計 259756 的中 � 75423（1番人気）
複勝票数 計 324370 的中 � 70649（2番人気）� 47869（3番人気）� 27817（5番人気）
枠連票数 計 91365 的中 （2－5） 10823（3番人気）
馬連票数 計 457173 的中 �� 54354（3番人気）
馬単票数 計 236437 的中 �� 15985（5番人気）
ワイド票数 計 297536 的中 �� 29174（3番人気）�� 12952（7番人気）�� 9330（8番人気）
3連複票数 計 670872 的中 ��� 19606（7番人気）
3連単票数 計1070579 的中 ��� 8924（23番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―13．8―13．4―12．6―12．0―12．9―13．2―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―38．7―52．1―1：04．7―1：16．7―1：29．6―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴールデンウェル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．6．3 東京11着

2016．3．25生 牡3栗 母 ギャラリートーク 母母 ヒットザスポット 5戦1勝 賞金 9，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハグクミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月16日まで平地競走に出

走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 中山競馬 第７日



06075 3月16日 曇 良 （31中山2）第7日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

24 ケイアイビリジアン 牡3栗 56 大野 拓弥亀田 和弘氏 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 504± 01：12．4 1．6�
815 ナムラアイアイサー 牡3栗 56 菅原 隆一奈村 睦弘氏 武市 康男 浦河 中島牧場 466－10 〃 クビ 18．0�
48 シゲルアパライト 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士森中 蕃氏 石毛 善彦 新冠 大林ファーム 470＋ 21：12．93 6．9�
59 ベアクアウフ 牡3鹿 56 三浦 皇成ディアレストクラブ� 清水 英克 むかわ 東振牧場 490＋ 61：13．0� 10．5�
47 オルクリスト 牡3鹿 56 戸崎 圭太�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 470－ 2 〃 アタマ 6．6	
816 シゲルスギライト 牝3鹿 54 江田 照男森中 蕃氏 高橋 裕 日高 スウィング

フィールド牧場 472－161：13．63� 79．4

510 ジェイエルフラッグ 牝3青鹿54 吉田 豊橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 428－ 41：13．7クビ 55．7�
714 シャインオンアテナ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也芳賀 滿男氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 418＋ 41：14．02 253．8�
611 ガ イ ヤ ル ド 牡3栗 56

54 △野中悠太郎 �サンデーレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 8 〃 クビ 40．5

713 チタノブーケ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行中村 光利氏 高市 圭二 新冠 アラキフアーム 430＋ 6 〃 ハナ 48．8�
36 ミラクルアゲイン 牝3鹿 54 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 434＋ 21：14．1クビ 14．9�
11 タイムファクター 牡3栗 56 内田 博幸高橋 文男氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 B476± 01：14．31� 98．0�
23 スズカキッド 牡3栗 56

54 △菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 宮内牧場 456＋ 61：14．93� 120．6�
35 ケ イ ト リ ン 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良川島 吉男氏 武市 康男 新冠 ラツキー牧場 454－ 41：15．53� 333．9�
12 ゼネラルスターク 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也 �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 462± 01：16．03 274．0�
612 ア ニ マ ー ト 牡3黒鹿56 田中 勝春ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B506－ 21：16．63� 55．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，134，100円 複勝： 106，628，700円 枠連： 14，521，300円
馬連： 51，458，400円 馬単： 33，125，900円 ワイド： 37，855，200円
3連複： 79，007，100円 3連単： 135，369，300円 計： 485，100，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 300円 � 160円 枠 連（2－8） 1，240円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 510円 �� 220円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 9，610円

票 数

単勝票数 計 271341 的中 � 133468（1番人気）
複勝票数 計1066287 的中 � 786808（1番人気）� 23618（5番人気）� 58992（3番人気）
枠連票数 計 145213 的中 （2－8） 9005（4番人気）
馬連票数 計 514584 的中 �� 23875（5番人気）
馬単票数 計 331259 的中 �� 11636（7番人気）
ワイド票数 計 378552 的中 �� 17951（5番人気）�� 52527（2番人気）�� 6027（16番人気）
3連複票数 計 790071 的中 ��� 23208（7番人気）
3連単票数 計1353693 的中 ��� 10211（22番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．8―12．2―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．0―47．2―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイビリジアン �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．7．29 新潟7着

2016．2．28生 牡3栗 母 プラチナレイン 母母 ポストパレード 8戦1勝 賞金 11，550，000円
〔制裁〕 オルクリスト号の騎手戸崎圭太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アニマート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月16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 ナムラガンマン号
（非抽選馬） 2頭 モリトローテローゼ号・ロコマイカイ号

06076 3月16日 曇 良 （31中山2）第7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 ブラックヘイロー 牡3青鹿56 丸山 元気吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 508 ―1：56．4 26．4�
611 タイセイシャトル 牡3栗 56 岩田 康誠田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B478 ―1：57．25 32．0�
510 ドンウォリマミー 牡3鹿 56 石橋 脩諸江 幸祐氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 502 ― 〃 ハナ 17．2�
23 � ラスベガステソーロ 牡3黒鹿56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Lochlow
Farm 526 ―1：58．15 1．6�

47 ショーシンイ 牝3鹿 54 石川裕紀人吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 畠山牧場 490 ―1：58．63 8．7�
816 アイルビーザスター 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 478 ―1：58．7クビ 81．1	
11 チュウワエンペラー 牡3栗 56 大野 拓弥中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 順一 500 ―1：58．8� 11．9

612 ナ グ ラ ー ダ 牡3芦 56

53 ▲菅原 明良広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 472 ―1：59．54 52．2�
48 ビュレットベリー 牡3青鹿56 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 槇本牧場 482 ―1：59．6� 56．7�
35 トーホウボッカ 牡3黒鹿56 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 510 ―1：59．81	 30．4
815 モズファヴォリート 牡3黒鹿56 M．デムーロ �キャピタル・システム 
島 一歩 日高 目黒牧場 518 ―2：00．33 5．5�
24 スズノワール 牡3青鹿56 勝浦 正樹森 達郎氏 高橋 裕 日高 いとう牧場 478 ―2：00．4� 42．8�
714 ノーブルアポロン �3鹿 56 大庭 和弥吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 456 ―2：00．61	 197．2�
713 ニットウポライト 牝3鹿 54 岩部 純二藤井 謙氏 萱野 浩二 浦河 日東牧場 486 ―2：00．7クビ 223．5�
36 ア ル フ ァ 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士新井原 博氏 深山 雅史 新冠 川上 悦夫 476 ―2：01．02 143．5�
12 エムオーマックス 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也大浅 貢氏 古賀 慎明 日高 Wing Farm 506 ―2：01．21	 93．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，380，400円 複勝： 63，014，800円 枠連： 13，445，100円
馬連： 50，089，500円 馬単： 30，680，700円 ワイド： 37，139，500円
3連複： 71，935，300円 3連単： 109，173，800円 計： 412，859，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，640円 複 勝 � 1，170円 � 1，020円 � 550円 枠 連（5－6） 4，410円

馬 連 �� 12，470円 馬 単 �� 38，410円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 2，600円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 38，100円 3 連 単 ��� 354，930円

票 数

単勝票数 計 373804 的中 � 11286（6番人気）
複勝票数 計 630148 的中 � 13788（8番人気）� 16060（6番人気）� 31798（5番人気）
枠連票数 計 134451 的中 （5－6） 2358（14番人気）
馬連票数 計 500895 的中 �� 3111（32番人気）
馬単票数 計 306807 的中 �� 599（81番人気）
ワイド票数 計 371395 的中 �� 3697（22番人気）�� 3693（23番人気）�� 3363（27番人気）
3連複票数 計 719353 的中 ��� 1416（91番人気）
3連単票数 計1091738 的中 ��� 223（658番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―37．8―51．0―1：04．1―1：17．1―1：30．1―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．3
1
3

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

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

ブラックヘイロー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2016．4．3生 牡3青鹿 母 シャルロットノアル 母母 ウィッチズハット 1戦1勝 賞金 6，000，000円



06077 3月16日 曇 良 （31中山2）第7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

815 グレルグリーン 牡3黒鹿56 大野 拓弥斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 442－ 41：35．2 4．3�
611 トランスナショナル 牡3栗 56 M．デムーロ吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 478± 01：35．51� 1．7�
35 � オフウィドゥス 牡3鹿 54 丸山 元気吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Kia Ora

Stud Pty Ltd 510 ― 〃 ハナ 19．7�
47 コスモエスパーダ 牡3青 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 静内酒井牧場 468－ 41：35．71	 10．1�
816 スマートレジーナ 牝3鹿 54 田中 勝春大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 株式会社ス

マート 414 ―1：35．8
 117．7�
48 カフェシュヴァルツ 牡3黒鹿56 三浦 皇成西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 458－ 2 〃 クビ 6．5	
36 モダンテイスト 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹岡田 牧雄氏 菊沢 隆徳 新ひだか 広田牧場 440 ―1：36．22
 39．7

713 アレスグーテ 牡3鹿 56 松岡 正海 �カナヤマホール

ディングス 竹内 正洋 新ひだか 中田 英樹 482－ 41：36．52 53．4�
24 ショウナンランジュ 牝3芦 54 池添 謙一国本 哲秀氏 奥村 武 登別 青藍牧場 446－121：36．92
 75．9
11 ルパンスール 牝3鹿 54 F．ミナリクゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432－ 81：37．32
 169．6�
（独）

23 ミヤビアーク 牡3鹿 56 吉田 豊村上 義勝氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 472＋161：37．4
 185．6�
510 ク ノ イ チ 牝3栗 54 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－201：37．61
 47．3�
714 スリーケープワキア 牝3栗 54

52 △野中悠太郎永井商事� 小島 茂之 平取 稲原牧場 450－ 41：37．7クビ 72．5�
612 コウソクラッシュ 牡3黒鹿56 石川裕紀人野﨑 昭夫氏 中舘 英二 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B460－ 21：38．01� 111．0�
12 ア イ ニ イ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也 �静内白井牧場 大江原 哲 新ひだか 静内白井牧場 440 ―1：38．42
 144．0�
59 トライアンフ 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子 Him Rock Racing
ホールディングス� 武市 康男 日高 北田 剛 430 ―1：40．6大差 65．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，903，400円 複勝： 60，447，300円 枠連： 16，796，100円
馬連： 57，539，300円 馬単： 35，065，100円 ワイド： 45，569，500円
3連複： 83，994，300円 3連単： 130，954，300円 計： 469，269，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 110円 � 260円 枠 連（6－8） 430円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，190円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 12，500円

票 数

単勝票数 計 389034 的中 � 72308（2番人気）
複勝票数 計 604473 的中 � 98639（2番人気）� 245788（1番人気）� 32600（5番人気）
枠連票数 計 167961 的中 （6－8） 29950（2番人気）
馬連票数 計 575393 的中 �� 124065（1番人気）
馬単票数 計 350651 的中 �� 21988（4番人気）
ワイド票数 計 455695 的中 �� 71264（1番人気）�� 8319（10番人気）�� 14671（7番人気）
3連複票数 計 839943 的中 ��� 28490（5番人気）
3連単票数 計1309543 的中 ��� 7594（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―35．8―47．1―58．7―1：10．8―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F36．5

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

勝馬の
紹 介

グレルグリーン �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2018．9．22 中山2着

2016．4．15生 牡3黒鹿 母 ウメノファイバー 母母 ウメノローザ 8戦1勝 賞金 14，050，000円
〔発走状況〕 モダンテイスト号は，枠入り不良。
〔制裁〕 スマートレジーナ号の騎手田中勝春は，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：14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トライアンフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月16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。
（非抽選馬） 5頭 ケイアイネイビー号・セイウンシェリー号・ナンヨーミカヅキ号・ファムファタル号・ロザムール号
※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。

06078 3月16日 曇 良 （31中山2）第7日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走13時05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

12 マイネルステレール 牡3鹿 56
54 △野中悠太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 42：02．8 13．1�
611 ハリスホーク 牡3栗 56 浜中 俊 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 566＋18 〃 ハナ 6．5�
48 イ サ ク 牡3青鹿56 戸崎 圭太ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 42：02．9� 4．7�
11 ラ イ ル 牡3鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492－ 62：03．43 1．8�
24 ナ ミ ブ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 2 〃 クビ 29．7	
510 アッシュドール 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也西 浩明氏 勢司 和浩 新ひだか 桜井牧場 506± 02：03．71� 23．1

816 パワポケチャラット 牡3鹿 56 三浦 皇成柳原 達也氏 中野 栄治 むかわ 市川牧場 438－ 22：03．91� 51．6�
23 クリノイヴァンカ 牝3鹿 54 横山 典弘栗本 博晴氏 天間 昭一 新ひだか タイヘイ牧場 450－ 8 〃 ハナ 15．3�
35 コマノヴァンドール 牝3鹿 54 柴田 大知長谷川芳信氏 菊川 正達 むかわ 新井牧場 470± 0 〃 ハナ 29．6
612 コンステレーション 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹 �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 382－ 62：04．32� 69．3�

36 トーセンダイキリ 牡3黒鹿56 嶋田 純次島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 490 ―2：04．51� 253．8�

47 ピ カ ブ ー 牝3黒鹿 54
51 ▲藤田菜七子 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 浦河 �川 啓一 422－ 42：04．92� 99．3�
815 セイウンフェアリー 牝3青鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 田中 裕之 462± 02：05．53� 210．3�
714 サトノミレニアム 牡3鹿 56 F．ミナリク �サトミホースカンパニー 木村 哲也 千歳 社台ファーム 516－162：05．6� 25．0�

（独）

59 ピエタフィリアーレ 牡3栗 56
53 ▲小林 凌大佐伯 太朗氏 菊川 正達 新冠 長浜 秀昭 B470－ 82：06．23� 261．0�

713 ネイトフォンテン 牝3栗 54
51 ▲木幡 育也吉橋 興生氏 戸田 博文 日高 新井 弘幸 450± 0 （競走中止） 232．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，761，400円 複勝： 73，225，000円 枠連： 16，304，800円
馬連： 71，741，800円 馬単： 41，445，900円 ワイド： 55，187，100円
3連複： 107，745，100円 3連単： 157，978，800円 計： 567，389，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 430円 � 250円 � 200円 枠 連（1－6） 550円

馬 連 �� 6，790円 馬 単 �� 17，570円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 770円 �� 590円

3 連 複 ��� 7，390円 3 連 単 ��� 68，500円

票 数

単勝票数 計 437614 的中 � 26524（4番人気）
複勝票数 計 732250 的中 � 38857（5番人気）� 75831（3番人気）� 107425（2番人気）
枠連票数 計 163048 的中 （1－6） 22676（2番人気）
馬連票数 計 717418 的中 �� 8180（18番人気）
馬単票数 計 414459 的中 �� 1769（43番人気）
ワイド票数 計 551871 的中 �� 7468（19番人気）�� 18654（7番人気）�� 25046（5番人気）
3連複票数 計1077451 的中 ��� 10923（21番人気）
3連単票数 計1579788 的中 ��� 1672（187番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．6―37．5―50．4―1：03．1―1：15．3―1：27．1―1：38．7―1：50．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルステレール �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．10．28 東京13着

2016．5．13生 牡3鹿 母 マイネルーチェ 母母 マイネブリリアン 8戦1勝 賞金 9，100，000円
〔競走中止〕 ネイトフォンテン号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イフユーワナ号
（非抽選馬） 1頭 ニシノアレグロ号
※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。



06079 3月16日 曇 良 （31中山2）第7日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時35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 ハ ル サ カ エ 牝3鹿 54
51 ▲藤田菜七子齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 498＋ 81：11．5 4．3�

510 メールデゾレ 牝3栗 54 蛯名 正義吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 450－ 8 〃 ハナ 16．9�
816 ニシノコトダマ 牡3栗 56 石川裕紀人西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 ガーベラパー

クスタツド 508－ 21：11．6クビ 5．3�
815 ペイシャリルキス 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 様似 清水スタッド 480± 0 〃 クビ 4．0�
24 パイロジェン 牡3栗 56 内田 博幸ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450－ 81：11．81� 25．5�
35 アンジェリーブル 牝3栗 54 松岡 正海�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 436－ 81：11．9� 27．4	
48 ペイシャネガノ 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 深山 雅史 新ひだか 友田牧場 460＋ 21：12．21� 6．7

714 ロジギムレット 牡3鹿 56 池添 謙一久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 460－ 21：12．3� 11．0�
612 ロードシュタルク 牡3栗 56 戸崎 圭太 �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 444－ 61：12．4� 78．1
12 ケイゴールド 牝3青鹿 54

51 ▲小林 凌大友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 474－ 41：12．61 191．2�
611 フジノタカネ 牡3芦 56 岩田 康誠星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B508－101：12．7� 12．6�
59 ワディアルヒタン 牝3青鹿54 吉田 豊平井 裕氏 田村 康仁 日高 白井牧場 436－ 41：13．02 28．2�
36 テ ン ブ ン 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 新冠 北星村田牧場 476－141：13．2� 98．9�
713 ニシノフルバンク 牡3栗 56 三浦 皇成西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 藤巻 則弘 B500± 0 〃 ハナ 23．6�
23 � トーセンダイヤ 牝3栗 54 田中 勝春島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 432－ 31：13．62� 287．0�
47 ラブミーリッキー 牝3栗 54 F．ミナリク小林 祥晃氏 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 478－ 41：14．34 37．3�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，917，200円 複勝： 57，923，300円 枠連： 27，232，500円
馬連： 100，933，100円 馬単： 40，987，900円 ワイド： 66，670，400円
3連複： 143，584，900円 3連単： 164，827，400円 計： 646，076，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 410円 � 170円 枠 連（1－5） 2，150円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 5，890円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 620円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 6，410円 3 連 単 ��� 39，330円

票 数

単勝票数 計 439172 的中 � 80359（2番人気）
複勝票数 計 579233 的中 � 86383（3番人気）� 29428（7番人気）� 98974（1番人気）
枠連票数 計 272325 的中 （1－5） 9779（8番人気）
馬連票数 計1009331 的中 �� 22468（13番人気）
馬単票数 計 409879 的中 �� 5214（21番人気）
ワイド票数 計 666704 的中 �� 12090（17番人気）�� 29037（3番人気）�� 13686（12番人気）
3連複票数 計1435849 的中 ��� 16793（16番人気）
3連単票数 計1648274 的中 ��� 3038（100番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―11．8―12．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．8―45．6―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ル サ カ エ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．9．15 中山1着

2016．1．31生 牝3鹿 母 タピルージュ 母母 ネ ガ ノ 2戦2勝 賞金 14，200，000円
〔制裁〕 ケイゴールド号の騎手小林凌大は，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23日から平成31年3月31日まで

騎乗停止。（被害馬：13番・16番・15番・5番）
ニシノコトダマ号の騎手石川裕紀人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 アマデウス号・インバウンド号・エルピド号・オリオンパッチ号・オルダージュ号・ザディファレンス号・

シゲルアコヤガイ号・ナスノダケ号・ヒストリコ号・ワイルドトレイダー号
※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。

06080 3月16日 曇 良 （31中山2）第7日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分（番組第12競走を順序変更） （芝・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
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
1：57．8
1：56．1

良
良

88 ハナレイムーン 牝5鹿 55 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 440＋102：02．2 4．1�
77 オスカールビー 牝4鹿 55 戸崎 圭太森 保彦氏 矢作 芳人 日高 チャンピオン

ズファーム 488± 0 〃 アタマ 4．0�
22 アグレアーブル 牝6青鹿55 岩田 康誠 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 500－ 22：02．62� 2．8�
44 エッジースタイル 牝6栗 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 480＋102：02．81� 5．7�
33 ホウオウパフューム 牝5栗 55 横山 典弘小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 486＋ 82：03．01 7．2	
11 ハ イ ヒ ー ル 牝4鹿 55 石橋 脩石川 達絵氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 438－ 62：03．21� 13．3

55 フレスコパスト 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 428＋182：04．47 64．0�
66 ジ ス モ ン ダ 牝4鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 加藤士津八 日高 シンボリ牧場 476＋ 22：04．71� 159．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 37，258，600円 複勝： 37，268，500円 枠連： 発売なし
馬連： 66，305，600円 馬単： 34，429，300円 ワイド： 34，754，600円
3連複： 68，145，800円 3連単： 154，979，500円 計： 433，141，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 140円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 300円 �� 210円 �� 200円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 4，410円

票 数

単勝票数 計 372586 的中 � 72406（3番人気）
複勝票数 計 372685 的中 � 58678（4番人気）� 61488（3番人気）� 104131（1番人気）
馬連票数 計 663056 的中 �� 55673（4番人気）
馬単票数 計 344293 的中 �� 14238（8番人気）
ワイド票数 計 347546 的中 �� 26313（4番人気）�� 42527（2番人気）�� 45687（1番人気）
3連複票数 計 681458 的中 ��� 88907（1番人気）
3連単票数 計1549795 的中 ��� 25441（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．8―37．7―50．6―1：03．2―1：15．1―1：26．9―1：38．5―1：49．9

コーナー
通過順位

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

2
4
7，3（2，4）－1－6，8－5
7，3（2，4）1，8－6，5

勝馬の
紹 介

ハナレイムーン 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．11．20 東京1着

2014．2．9生 牝5鹿 母 ハ ウ オ リ 母母 ノースフライト 13戦4勝 賞金 52，573，000円



06081 3月16日 曇 良 （31中山2）第7日 第9競走 ��
��1，600�

か ま が や

鎌 ケ 谷 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

鎌ケ谷市長賞（1着）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

810 インスピレーション 牡4黒鹿57 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 482－ 41：35．0 2．9�
11 クインズサン 牡6青 57 野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 日進牧場 474－ 21：35．21� 30．6�
33 ク リ ッ パ ー 牝4青鹿55 M．デムーロ吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：35．41	 3．6�
89 インヘリットデール 牝5鹿 55 石橋 脩 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466－ 41：35．5
 7．4�
66 ワールドヘリテージ 牡4鹿 57 丸山 元気谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 464＋141：35．6クビ 11．4�
55 エクラミレネール 牝6芦 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 464－ 41：35．7
 62．9	
44 ハ ト ホ ル 牝4鹿 55 三浦 皇成髙瀬 真尚氏 本間 忍 浦河 中脇 満 470＋14 〃 クビ 13．7

78 ロードスター 牡6栗 57 戸崎 圭太ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 4 〃 ハナ 7．2�
77 ネームユアポイズン �5鹿 57 池添 謙一 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 468－12 〃 ハナ 18．7�
22 エメラルスター 牡5黒鹿57 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 456± 01：35．8クビ 9．4

（10頭）

売 得 金
単勝： 47，003，300円 複勝： 62，687，700円 枠連： 19，650，300円
馬連： 98，895，300円 馬単： 41，467，500円 ワイド： 59，424，900円
3連複： 113，480，000円 3連単： 170，588，900円 計： 613，197，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 410円 � 150円 枠 連（1－8） 3，370円

馬 連 �� 5，360円 馬 単 �� 7，250円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 280円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 5，630円 3 連 単 ��� 36，480円

票 数

単勝票数 計 470033 的中 � 125803（1番人気）
複勝票数 計 626877 的中 � 136021（1番人気）� 27604（8番人気）� 117629（2番人気）
枠連票数 計 196503 的中 （1－8） 4514（12番人気）
馬連票数 計 988953 的中 �� 14285（20番人気）
馬単票数 計 414675 的中 �� 4288（33番人気）
ワイド票数 計 594249 的中 �� 9692（21番人気）�� 65099（1番人気）�� 8659（23番人気）
3連複票数 計1134800 的中 ��� 15100（21番人気）
3連単票数 計1705889 的中 ��� 3390（140番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．9―37．2―49．3―1：01．0―1：12．3―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

インスピレーション �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．10．22 京都8着

2015．4．25生 牡4黒鹿 母 サラトガヴィーナス 母母 レディダンジグ 10戦3勝 賞金 38，517，000円

06082 3月16日 曇 良 （31中山2）第7日 第10競走 ��
��1，800�

か ん こ く ば じ か い

韓 国 馬 事 会 杯
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

韓国馬事会賞（1着）
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

612 ゴ ラ イ ア ス 牡4青鹿57 浜中 俊 �サンデーレーシング 高木 登 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 504＋ 41：53．0 4．3�

510 マイネルユキツバキ 牡4鹿 57 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 528± 01：53．1� 12．4�

36 	 スウィングビート 牡4鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース加藤 征弘 米 Shadai Farm 490－ 61：53．41� 18．0�
35 メイショウエイコウ 牡5鹿 57 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 448± 0 〃 アタマ 8．5�
611 ル フ ォ ー ル 牝6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 496± 01：53．61 2．6	
59 サイドチェンジ 牡5黒鹿57 F．ミナリク大塚 亮一氏 池上 昌和 新ひだか 平野牧場 B516－ 4 〃 クビ 37．1


（独）

816 バイタルフォース 
7鹿 57 江田 照男前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 504＋ 61：53．7クビ 35．8�

815 ベディヴィア 牡5栗 57 勝浦 正樹 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 462－ 21：53．8� 56．3�
11 バ レ ッ テ ィ 
5鹿 57 横山 典弘 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 510－ 4 〃 クビ 29．2
23 ノ ー ウ ェ イ 牡4鹿 57 岩田 康誠宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 476－ 21：53．9� 6．1�
713 ベルウッドテラス 
9鹿 57 松岡 正海鈴木 照雄氏 中舘 英二 日高 オリオンファーム 486＋ 41：54．32� 318．2�
714 ピアシングステア 牡7栗 57 木幡 巧也水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 498－ 6 〃 アタマ 145．3�
47 ネ コ ワ シ 牡4鹿 57 丸山 元気桐谷 敏子氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 504± 01：54．61� 28．3�
24 エ ネ ス ク 牡6鹿 57 柴田 大知桐谷 敏子氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 508＋ 2 〃 ハナ 101．1�
48 エンヴァール 牡6栗 57 戸崎 圭太寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468－ 81：54．7� 14．6�
12 セイカエドミザカ 牡6栗 57 野中悠太郎久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 484－ 2 〃 クビ 274．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，497，400円 複勝： 87，045，500円 枠連： 38，430，100円
馬連： 153，163，800円 馬単： 63，017，900円 ワイド： 95，930，800円
3連複： 221，523，600円 3連単： 280，661，000円 計： 996，270，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 210円 � 370円 � 430円 枠 連（5－6） 920円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，420円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 9，570円 3 連 単 ��� 40，830円

票 数

単勝票数 計 564974 的中 � 104336（2番人気）
複勝票数 計 870455 的中 � 126147（2番人気）� 57423（5番人気）� 47675（7番人気）
枠連票数 計 384301 的中 （5－6） 32263（5番人気）
馬連票数 計1531638 的中 �� 50700（8番人気）
馬単票数 計 630179 的中 �� 12615（13番人気）
ワイド票数 計 959308 的中 �� 26047（9番人気）�� 17398（15番人気）�� 10241（25番人気）
3連複票数 計2215236 的中 ��� 17347（30番人気）
3連単票数 計2806610 的中 ��� 4983（119番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―38．0―50．9―1：03．1―1：15．4―1：27．9―1：40．1

コーナー
通過順位

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴ ラ イ ア ス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．8．13 新潟3着

2015．3．5生 牡4青鹿 母 ジョウノファミリー 母母 エビスファミリー 8戦4勝 賞金 56，712，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ブライトンロック号・ミッキーポジション号
※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。



06083 3月16日 晴 良 （31中山2）第7日 第11競走 ��
��1，800�第33回フラワーカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
1，800万円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

44 コントラチェック 牝3黒鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 466± 01：47．4 2．8�
57 エールヴォア 牝3黒鹿54 M．デムーロ佐伯由加理氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋ 41：47．82	 2．3�
710 ランブリングアレー 牝3黒鹿54 浜中 俊 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 470＋ 6 〃 ハナ 17．3�
22 シャドウディーヴァ 牝3黒鹿54 岩田 康誠�Shadow 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 466－ 21：48．11
 9．9�
68 ジ ョ デ ィ ー 牝3鹿 54 吉田 豊小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 472－ 41：48．31� 29．4	
812 アイリスフィール 牝3鹿 54 石橋 脩�杵臼牧場 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 438－101：48．51	 38．8

813 フ ラ ル 牝3鹿 54 F．ミナリク�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448± 01：48．71 190．3�
（独）

69 レオンドーロ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 6 〃 クビ 19．8�
33 エフティイーリス 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：48．8クビ 11．5
711 ル タ ン ブ ル 牝3黒鹿54 三浦 皇成杉浦 和也氏 寺島 良 日高 竹島 幸治 430－ 21：48．9	 65．1�
11 メイショウハナグシ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 飯田 祐史 新冠 八木 明広 472＋ 21：49．0
 25．0�
45 ミモザイエロー 牝3栗 54 内田 博幸青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 450± 01：49．21� 30．5�
56 マルーンベルズ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース萩原 清 安平 追分ファーム 454± 01：50．37 45．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 149，001，500円 複勝： 195，319，000円 枠連： 63，838，200円
馬連： 442，810，700円 馬単： 176，160，600円 ワイド： 241，045，900円
3連複： 648，472，000円 3連単： 986，511，400円 計： 2，903，159，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 110円 � 240円 枠 連（4－5） 310円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 170円 �� 680円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 4，850円

票 数

単勝票数 計1490015 的中 � 421548（2番人気）
複勝票数 計1953190 的中 � 449222（2番人気）� 576895（1番人気）� 127767（5番人気）
枠連票数 計 638382 的中 （4－5） 156141（1番人気）
馬連票数 計4428107 的中 �� 1061498（1番人気）
馬単票数 計1761606 的中 �� 188064（2番人気）
ワイド票数 計2410459 的中 �� 453024（1番人気）�� 75784（8番人気）�� 92805（6番人気）
3連複票数 計6484720 的中 ��� 345753（3番人気）
3連単票数 計9865114 的中 ��� 147171（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―36．6―48．7―1：00．5―1：12．5―1：24．3―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．9
1
3
4，8（3，10）5，7，6（1，9）（2，11）－13－12
4－8－（3，10）－（5，7）（1，9）（2，6）11，13－12

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

勝馬の
紹 介

コントラチェック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Halling デビュー 2018．7．8 函館3着

2016．4．1生 牝3黒鹿 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 5戦3勝 賞金 56，559，000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。

06084 3月16日 曇 良 （31中山2）第7日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走16時25分（番組第8競走を順序変更） （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

33 トミケンボハテル 牡5芦 57 三浦 皇成冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム B498＋141：54．0 6．6�
34 フラワーストリーム �4鹿 57

55 △野中悠太郎花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B466－ 21：54．85 72．5�
712 ゴールドパッション 牡4栗 57 松岡 正海居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 518－ 41：54．9� 11．8�
57 リフトトゥヘヴン 牡5鹿 57 M．デムーロ丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 486＋ 2 〃 クビ 2．6�
814 スズノアリュール 牡4鹿 57 武士沢友治新木 鈴子氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 482－ 21：55．0クビ 21．0�
610 エグジットラック 牡5栗 57 勝浦 正樹戸賀 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 508－ 2 〃 ハナ 5．6�
69 � マイネルストラトス 牡5黒鹿57 丸山 元気杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 494－ 2 〃 クビ 6．2	
58 リトルレグルス 牡5鹿 57 田中 勝春藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 490－ 21：55．74 134．6

46 ハイアーグラウンド �5鹿 57 石橋 脩小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 498－ 41：55．8� 18．6�
711 ギャラントグリフ �6黒鹿57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 日高 鹿戸 正幸 512－101：55．9� 28．4
22 グ リ ト ニ ル 牡5鹿 57

54 ▲山田 敬士栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 B440－ 21：56．0� 290．4�
11 ロジヒューズ 牝4鹿 55 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 476＋ 21：56．32 57．8�
813 ウインドオブホープ �6栗 57

54 ▲藤田菜七子�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 B526－ 41：56．4� 8．5�
45 � ヒ ス イ 牝5鹿 55 木幡 初也清水 敏氏 加藤士津八 新冠 有限会社 大

作ステーブル B492＋101：56．61 257．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 72，567，100円 複勝： 87，813，400円 枠連： 40，677，400円
馬連： 169，832，300円 馬単： 74，597，900円 ワイド： 106，662，200円
3連複： 241，707，500円 3連単： 340，969，500円 計： 1，134，827，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 290円 � 1，530円 � 370円 枠 連（3－3） 24，880円

馬 連 �� 30，150円 馬 単 �� 45，970円

ワ イ ド �� 7，110円 �� 1，560円 �� 10，350円

3 連 複 ��� 89，960円 3 連 単 ��� 483，760円

票 数

単勝票数 計 725671 的中 � 86892（4番人気）
複勝票数 計 878134 的中 � 86783（4番人気）� 13096（11番人気）� 64317（6番人気）
枠連票数 計 406774 的中 （3－3） 1267（30番人気）
馬連票数 計1698323 的中 �� 4365（48番人気）
馬単票数 計 745979 的中 �� 1217（83番人気）
ワイド票数 計1066622 的中 �� 3824（48番人気）�� 18050（20番人気）�� 2620（56番人気）
3連複票数 計2417075 的中 ��� 2015（149番人気）
3連単票数 計3409695 的中 ��� 511（808番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―13．2―13．0―12．2―12．4―12．5―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．9―50．9―1：03．1―1：15．5―1：28．0―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トミケンボハテル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Caerleon デビュー 2016．12．23 中山2着

2014．4．15生 牡5芦 母 ヴァルネリーナ 母母 Lady Capulet 17戦2勝 賞金 30，996，000円



（31中山2）第7日 3月16日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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

237，940，000円
5，060，000円
21，650，000円
1，470，000円
27，980，000円
68，524，000円
4，589，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
608，322，600円
909，232，800円
275，211，400円
1，365，752，400円
622，567，400円
854，616，600円
1，934，596，300円
2，845，517，200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 9，415，816，700円

総入場人員 17，053名 （有料入場人員 15，716名）
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