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2508510月2日 晴 良 （28中山4）第8日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時05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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

12 アースヴィグラス 牝2鹿 54 丸山 元気松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 426－ 41：13．0 21．9�
24 ユキノドリーム 牡2鹿 55 田中 勝春井上 基之氏 新開 幸一 新冠 対馬 正 472－ 2 〃 ハナ 3．3�
815 プティトシャンティ 牝2青鹿 54

52 △木幡 初也三野順一郎氏 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 448＋ 41：13．21� 16．0�
714 フレンドパリ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 438± 0 〃 ハナ 15．5�
816 ハノハノボーイ 牡2鹿 55 江田 照男島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 486＋ 81：13．3� 6．7�
35 ファストシップ 牡2栗 55 宮崎 北斗八巻 弘一氏 菅原 泰夫 白老 習志野牧場 B498＋ 61：13．4� 6．5	
48 ミコマッシグラ 牝2栗 54 松岡 正海古賀 慎一氏 池上 昌和 新冠 飛渡牧場 410＋ 21：14．14 156．8

47 ヤマノブロンコ 牡2栗 55 津村 明秀澤村 敏雄氏 田中 清隆 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 464＋12 〃 クビ 66．3�
23 シゲルジャコウネコ 牝2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 森永牧場 436－ 41：14．63 16．1
59 カ レ ン 牝2栗 54 伊藤 工真�ミルファーム 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 466± 01：15．02� 5．8�
11 ネ コ マ ル 牝2鹿 54 L．オールプレス 桐谷 茂氏 石栗 龍彦 新ひだか 鳥谷 勝彦 454＋ 81：15．1クビ 63．3�

（新）

510 ドゥマイモナーク 牡2栗 55
52 ▲野中悠太郎城戸 恵子氏 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 444＋221：15．31� 78．1�

36 リネンカイソク 牡2黒鹿55 村田 一誠戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 466－ 21：15．4� 304．0�
612 シルバニアラブ 牝2鹿 54 西村 太一田頭 勇貴氏 石毛 善彦 浦河 中島牧場 396－18 〃 クビ 529．9�
611 テイエムボサノバ 牡2芦 55 柴田 善臣竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高大洋牧場 462－ 41：15．5クビ 131．7�
713 ヴィーエンプレス 牝2栗 54

51 ▲木幡 巧也古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 484＋ 81：16．13� 5．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，025，000円 複勝： 40，380，300円 枠連： 17，567，800円
馬連： 68，710，400円 馬単： 32，829，000円 ワイド： 40，472，500円
3連複： 96，696，500円 3連単： 117，558，300円 計： 441，239，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，190円 複 勝 � 470円 � 150円 � 460円 枠 連（1－2） 2，590円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 8，740円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 3，270円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 14，400円 3 連 単 ��� 123，700円

票 数

単勝票数 計 270250 的中 � 9829（9番人気）
複勝票数 計 403803 的中 � 18572（8番人気）� 94312（1番人気）� 18646（7番人気）
枠連票数 計 175678 的中 （1－2） 5253（12番人気）
馬連票数 計 687104 的中 �� 15276（14番人気）
馬単票数 計 328290 的中 �� 2814（35番人気）
ワイド票数 計 404725 的中 �� 8964（14番人気）�� 3105（34番人気）�� 8926（15番人気）
3連複票数 計 966965 的中 ��� 5035（56番人気）
3連単票数 計1175583 的中 ��� 689（410番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．7―12．5―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．6―47．1―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アースヴィグラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2016．6．18 函館11着

2014．4．15生 牝2鹿 母 アースシンボル 母母 トリプルタイム 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 第4回中山競馬第8日に騎乗した騎手丸山元気は，騎乗前日に調整ルームにおいて携帯電話を使用し外部との通信を

行ったことについて平成28年10月8日から平成28年11月6日まで騎乗停止。
※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） 5頭 コパカバーナ号・セブンハーバー号・フェアウエル号・ブラックモトヒメ号・ユメノカガヤキ号
（非抽選馬） 2頭 サクセスイースター号・ネコプリンセス号
※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。

2508610月2日 晴 良 （28中山4）第8日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時35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
1：59．9
1：59．8

良
良

23 コスモスピード 牡2鹿 55 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 登別 青藍牧場 428＋ 42：02．8 8．4�
714 コ ン ボ ル ド 牡2芦 55 吉田 隼人金山 敏也氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 452＋ 6 〃 アタマ 4．2�
24 マイネルスフェーン 牡2栗 55 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 432＋ 62：03．01� 5．2�
713 サクラサクコロ 牡2鹿 55 柴山 雄一田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 中地 義次 436＋12 〃 クビ 43．0�
510 ジェイケイオジョウ 牝2鹿 54 武 豊小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 448＋ 82：03．1クビ 26．6	
47 リパーカッション 牡2鹿 55

52 ▲木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 494－ 22：03．31� 2．6

48 ワインアンドダイン 牝2鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 416＋ 4 〃 アタマ 22．6�
12 ウインドブリバティ 牡2黒鹿55 岩田 康誠�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 534－ 4 〃 ハナ 68．4�
59 ディアマイラブ 牝2鹿 54 江田 照男 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 450＋ 22：03．51� 61．8
35 ピンキージョーンズ 牝2栗 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 412＋ 42：03．71� 246．6�
815 トーホウカンタール 牡2鹿 55 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 山際牧場 508＋ 42：03．8� 14．0�
612 ミ ラ ド ー ル 牝2青 54 和田 竜二水上 行雄氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 436± 02：03．9� 54．1�
611 セイユウルビー 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子松岡 正二氏 中野 栄治 新ひだか 畠山牧場 432± 0 〃 ハナ 63．6�
11 マロンタキシード 牡2栗 55

52 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 中川 欽一 408＋ 22：04．21� 22．7�
36 ミヤコギムレット 牡2鹿 55 内田 博幸吉田喜代司氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 482± 02：04．41� 35．2�
816 スカイヴォヤージュ 牡2芦 55 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 B504± 02：05．46 224．2�
817 イノデラックス 牝2栗 54 柴田 善臣井上 久光氏 柴田 政人 日高 沖田牧場 468－182：05．61� 402．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 30，948，900円 複勝： 47，134，100円 枠連： 22，941，500円
馬連： 73，884，200円 馬単： 36，683，100円 ワイド： 44，942，700円
3連複： 103，252，600円 3連単： 122，622，900円 計： 482，410，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 210円 � 160円 � 160円 枠 連（2－7） 720円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 600円 �� 550円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 16，290円

票 数

単勝票数 計 309489 的中 � 29281（4番人気）
複勝票数 計 471341 的中 � 51993（4番人気）� 78604（3番人気）� 79974（2番人気）
枠連票数 計 229415 的中 （2－7） 24632（3番人気）
馬連票数 計 738842 的中 �� 34983（5番人気）
馬単票数 計 366831 的中 �� 7593（12番人気）
ワイド票数 計 449427 的中 �� 18850（6番人気）�� 20771（5番人気）�� 27528（3番人気）
3連複票数 計1032526 的中 ��� 36919（4番人気）
3連単票数 計1226229 的中 ��� 5457（37番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―12．9―12．4―13．2―12．5―12．7―11．9―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．1―36．0―48．4―1：01．6―1：14．1―1：26．8―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4F48．7―3F36．0
1
3
1，12－13，3，14（2，10）（5，17）11，8（4，7，15）－9－16＝6・（1，12）（13，3）（2，14，10）（5，8，15，7，6）17（4，11）9，16

2
4
1，12－13，3（2，14）10（5，17）（8，11）（4，7，15）－9－16－6
3（1，12，10）7（13，14，6）（2，8，15）（5，4）9（17，11，16）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモスピード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．8．21 札幌4着

2014．4．30生 牡2鹿 母 ヒカルウェイブ 母母 ブルーデキシー 2戦1勝 賞金 6，100，000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。
（非当選馬） 4頭 アルミランテ号・サバイバルチャンス号・ファウスト号・ヤマニンイリザブル号
（非抽選馬） 1頭 キングファースト号

第４回 中山競馬 第８日



2508710月2日 晴 良 （28中山4）第8日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，200，000円 1，700，000円 1，100，000円 630，000円 420，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

12 スリーミュージアム 牡3鹿 57
54 ▲菊沢 一樹永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B422＋101：56．0 5．1�

611 ルーナクレシェンテ 牝3栗 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 474－ 61：57．27 61．7�
816 レッドゼルク 牡3栗 57 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 510－ 2 〃 アタマ 4．6�
23 ビュウイモン 牝3鹿 55 丸山 元気井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 432＋ 41：57．3� 3．4�
510 レーヴドブラン 牝3鹿 55

52 ▲野中悠太郎ライオンレースホース� 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 426－121：57．51 59．0	
48 アンジェリカス 牝3栗 55 内田 博幸 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 478± 01：57．6� 8．6

36 フィガロズサン 牡3芦 57

55 △井上 敏樹永井 廣司氏 勢司 和浩 新ひだか 元道牧場 500± 01：57．81 230．4�
59 ダノンサーガ 牡3栗 57 横山 典弘�ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム 512± 01：58．01� 3．3�
714 アイティターボ 牡3鹿 57 松岡 正海一ノ瀬 恭氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 482＋101：58．31� 229．9
24 ヘ キ サ ゴ ン 牡3黒鹿 57

56 ☆長岡 禎仁吉田 和美氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 454± 01：58．51� 21．4�
47 クリスティアーノ 牝3青鹿55 嘉藤 貴行井村誉志雄氏 清水 英克 新ひだか 平野牧場 444－ 61：58．81� 178．7�
35 ゴールドビーズ 牝3栗 55

53 △原田 和真 �シルクレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 464－ 61：59．01� 128．3�
815 アドマイヤテンホウ 牡3黒鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム B466－ 21：59．32 49．2�
612 ルスデルソル 牝3鹿 55

53 △伴 啓太�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム B452＋ 42：01．1大差 154．0�
11 セレナオーキッド 牝3黒鹿55 村田 一誠島川 利子氏 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム 444＋ 82：01．42 164．1�
（15頭）

713 ト ミ サ ト 牝3黒鹿55 宮崎 北斗中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 452－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 30，302，400円 複勝： 37，805，700円 枠連： 17，265，600円
馬連： 64，903，000円 馬単： 34，881，000円 ワイド： 35，847，400円
3連複： 87，081，800円 3連単： 120，291，500円 計： 428，378，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 1，270円 � 170円 枠 連（1－6） 10，730円

馬 連 �� 18，600円 馬 単 �� 27，910円

ワ イ ド �� 3，820円 �� 440円 �� 3，680円

3 連 複 ��� 21，150円 3 連 単 ��� 155，450円

票 数

単勝票数 差引計 303024（返還計 482） 的中 � 46917（4番人気）
複勝票数 差引計 378057（返還計 866） 的中 � 69753（2番人気）� 5314（9番人気）� 64976（3番人気）
枠連票数 差引計 172656（返還計 57） 的中 （1－6） 1247（23番人気）
馬連票数 差引計 649030（返還計 3126） 的中 �� 2704（28番人気）
馬単票数 差引計 348810（返還計 1767） 的中 �� 937（50番人気）
ワイド票数 差引計 358474（返還計 2578） 的中 �� 2280（28番人気）�� 23175（6番人気）�� 2366（27番人気）
3連複票数 差引計 870818（返還計 7487） 的中 ��� 3088（46番人気）
3連単票数 差引計1202915（返還計 8856） 的中 ��� 561（315番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―13．3―13．6―12．8―12．8―12．6―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―38．4―52．0―1：04．8―1：17．6―1：30．2―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．4
1
3
2，10（5，11）14（7，16）1（8，15）－（6，12）－3，4＝9
2（10，11）（5，14）（7，16）（15，3）（1，8）（6，12）4－9

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

勝馬の
紹 介

スリーミュージアム �
�
父 オペラハウス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．7．5 福島6着

2013．4．23生 牡3鹿 母 スズカミネルバ 母母 ミエノサンデー 18戦1勝 賞金 10，250，000円
〔競走除外〕 トミサト号は，発走地点で転倒し，疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルスデルソル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月2日まで平地競

走に出走できない。
セレナオーキッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年12月2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） 6頭 アルコバッサ号・ヴィリープ号・オイヌサマ号・キングサンデー号・コスモオリオン号・ヌーベルデフィー号
（非抽選馬） 2頭 スカイステージ号・ヤシマスマイル号

2508810月2日 晴 良 （28中山4）第8日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時35分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：10．2

不良
不良

22 � メダーリアフレイム 牡2鹿 55 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 米 Gallagher’s
Stud 460 ―1：13．4 2．9�

814 ビップアンフィル 牝2栗 54 和田 竜二鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 442 ―1：14．14 21．8�
23 ロードナカヤマ 牝2鹿 54 福永 祐一�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 458 ―1：14．73� 3．7�
713 デ リ ツ ィ エ 牝2栗 54 内田 博幸 �二風谷ファーム 田島 俊明 平取 びらとり牧場 414 ― 〃 ハナ 15．1�
11 ラブパレード 牝2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 新ひだか 酒井 秀紀 466 ―1：15．44 6．1�
815 オシノイッテ 牡2栗 55

53 △原田 和真西村新一郎氏 天間 昭一 青森 久保フアーム 426 ―1：15．61 171．9	
58 サンラスベガス 牝2黒鹿54 松岡 正海 
加藤ステーブル 中舘 英二 日高 有限会社

ケイズ 500 ―1：15．81� 10．7�
34 ブルベアマーテン 牡2栗 55 武士沢友治 
ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 秋場牧場 462 ―1：15．9クビ 83．9�
611 ベイビーステップ 牡2鹿 55 岩田 康誠大塚Ry’sCLUB 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 484 ―1：16．22 26．2
47 サンドベージュ 牝2栗 54 柴田 大知 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 466 ―1：16．3クビ 6．6�
59 プリンスオブサクラ 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎国田 正忠氏 松永 康利 新冠 有限会社 大
作ステーブル 460 ―1：16．72� 76．7�

610 トツゼンノサヨナラ 牝2黒鹿 54
52 △井上 敏樹小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 466 ―1：17．23 76．6�

35 ミラーブルーナイト 牝2鹿 54 大野 拓弥松村 真司氏 加藤 征弘 新ひだか タツヤファーム 468 ―1：17．41	 23．8�
712 ブロンドブリランテ 牝2栗 54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 浦河 村下 明博 432 ―1：17．71
 108．9�

（14頭）
46 モダンフォーチュン 牝2青鹿54 田辺 裕信田島榮二郎氏 田島 俊明 浦河 高村牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 31，553，100円 複勝： 34，033，600円 枠連： 20，283，200円
馬連： 58，459，100円 馬単： 33，050，100円 ワイド： 34，093，300円
3連複： 73，661，400円 3連単： 102，092，500円 計： 387，226，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 370円 � 160円 枠 連（2－8） 1，550円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 270円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 20，020円

票 数

単勝票数 計 315531 的中 � 84564（1番人気）
複勝票数 計 340336 的中 � 71090（1番人気）� 17503（7番人気）� 60738（2番人気）
枠連票数 計 202832 的中 （2－8） 10137（7番人気）
馬連票数 計 584591 的中 �� 12292（13番人気）
馬単票数 計 330501 的中 �� 4673（19番人気）
ワイド票数 計 340933 的中 �� 7289（13番人気）�� 37872（1番人気）�� 6783（15番人気）
3連複票数 計 736614 的中 ��� 16690（10番人気）
3連単票数 計1020925 的中 ��� 3696（55番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．4―12．6―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．9―48．5―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メダーリアフレイム �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Elusive Quality 初出走

2014．2．21生 牡2鹿 母 Fanfire 母母 Eventail 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 モダンフォーチュン号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※出走取消馬 ヘルディン号（疾病〔右後挫跖〕のため）
※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 ヴァベーネ号・カゼノアスリート号・カネショウラメール号・クレムフカ号・サンカーメル号・セイウンストリーム号・

デルマキミノナハ号・バンケットスクエア号・ハンディマン号・ラインポレール号



2508910月2日 晴 良 （28中山4）第8日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時25分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．4
1：45．9

良
良

610 ツ ヅ ク 牝2鹿 54 江田 照男清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 444 ―1：51．3 20．0�
58 オールザゴー 牡2鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488 ―1：51．51� 1．8�
33 ビ ジ ョ ッ テ 牝2鹿 54 和田 竜二古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 488 ―1：51．6� 21．8�
11 スーパーブレイク 牡2黒鹿55 福永 祐一堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 466 ― 〃 アタマ 6．2�
22 プ レ ゼ ン ス 牡2黒鹿55 吉田 豊 �社台レースホース尾形 充弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484 ―1：51．7クビ 35．0�
46 フェールデクール 牡2栗 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 494 ―1：51．8� 13．2	
712 アンヴェルス 牡2黒鹿55 丸山 元気 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 英克 新冠 三村 卓也 438 ―1：52．43� 72．7�
69 マジックバラード 牡2鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 464 ―1：52．5� 166．4�
57 ジェントルレイン 牡2栗 55 浜中 俊浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 458 ―1：52．82 13．8
813 ゴッドスティード 牡2栗 55 石橋 脩大久保和夫氏 清水 英克 新ひだか 田湯牧場 468 ―1：52．9� 56．3�
814 トラフィックブルー 牡2栗 55

52 ▲木幡 巧也田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 浦河 桑田フアーム 476 ―1：53．21� 56．5�
45 ム ッ ク ン 牡2鹿 55 大野 拓弥菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 矢野牧場 504 ―1：53．3� 8．3�
711 ウイントリニティー 牡2鹿 55 松岡 正海
ウイン 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 480 ―1：53．61� 15．5�
34 ショットザバニティ 牡2鹿 55 戸崎 圭太坂本 万夫氏 武市 康男 新冠 村上 欽哉 B520 ― 〃 クビ 24．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，742，200円 複勝： 41，895，800円 枠連： 20，828，200円
馬連： 68，725，700円 馬単： 38，439，300円 ワイド： 38，952，200円
3連複： 84，067，000円 3連単： 122，716，000円 計： 452，366，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，000円 複 勝 � 360円 � 120円 � 430円 枠 連（5－6） 1，470円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 760円 �� 2，630円 �� 750円

3 連 複 ��� 6，970円 3 連 単 ��� 50，950円

票 数

単勝票数 計 367422 的中 � 14652（7番人気）
複勝票数 計 418958 的中 � 21907（7番人気）� 148368（1番人気）� 17441（8番人気）
枠連票数 計 208282 的中 （5－6） 10908（6番人気）
馬連票数 計 687257 的中 �� 29457（7番人気）
馬単票数 計 384393 的中 �� 5903（15番人気）
ワイド票数 計 389522 的中 �� 13491（7番人気）�� 3624（33番人気）�� 13693（6番人気）
3連複票数 計 840670 的中 ��� 9043（26番人気）
3連単票数 計1227160 的中 ��� 1746（154番人気）

ハロンタイム 12．3―13．1―13．2―13．4―12．1―12．2―11．7―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―25．4―38．6―52．0―1：04．1―1：16．3―1：28．0―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．0
1
3
10（8，12）13（1，4，14）－3，6，2，7，9－11，5
10（7，13）（8，12，6）5（3，1，14）2（9，4，11）

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ツ ヅ ク �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 フサイチコンコルド 初出走

2014．4．11生 牝2鹿 母 ザッツザウェイ 母母 ブリリアントアイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 イノバティブ号・ヴィオラ号・キューンハイト号・ザストリート号・シュタルク号・シングンラヴソング号・

スマイルウィーク号・スミトアンドチャー号・ハニーゴールド号・ハートリッチ号・プリティチョウサン号・
ポールヴァンドル号・マツリダプリンス号・ミルクチョコ号・メイショウルミナス号

2509010月2日 晴 良 （28中山4）第8日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時55分 （芝・右・外）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上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
1：06．7
1：06．5

良
良

46 スペチアーレ 牝4鹿 55 M．デムーロ青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 480＋ 81：08．3 3．0�
34 シャインレッド 牡3鹿 55 江田 照男了德寺健二氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：08．4� 17．2�
815 ナンヨーアミーコ 牡3栗 55 岩田 康誠中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 434＋12 〃 アタマ 6．0�
22 フェルクレール 牝3芦 53

51 △木幡 初也米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 416＋ 41：08．5� 3．4�
713 ウェーニーウィキー 牝3栗 53 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 古賀 史生 浦河 小島牧場 476± 0 〃 クビ 82．0�
11 ナッツスター 牡3鹿 55 西田雄一郎早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 61：08．71� 47．1�
712 アンジェリー 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 巧也佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 450－ 6 〃 クビ 13．8	
59 � スズカブレーン 牡4鹿 57 吉田 隼人永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B484＋ 6 〃 アタマ 32．5

23 ザハッピエスト 牝4鹿 55 福永 祐一吉田 晴哉氏 堀 宣行 安平 追分ファーム B432＋221：09．12� 20．0�
610 クラウンデュナミス 牝5黒鹿55 津村 明秀矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 462－ 41：09．31 151．9�
58 デュアルメジャー 	4青鹿57 柴山 雄一 サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 478－ 41：09．72� 47．2�
611 ニシノハレブタイ 牡3鹿 55 大野 拓弥西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 474± 01：10．23 19．2�
35 ルグランシェクル 牡3黒鹿55 石橋 脩藤田 岳彦氏 斎藤 誠 日高 木村牧場 B450＋ 61：10．41� 61．8�
814 ハートイズハート 牡3栗 55 池添 謙一北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 462＋ 81：10．72 12．2�
47 マイネルパッセ 牡3栗 55 柴田 大知 �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 442± 01：11．23 19．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，224，300円 複勝： 46，352，900円 枠連： 24，660，100円
馬連： 84，556，100円 馬単： 42，239，400円 ワイド： 48，652，800円
3連複： 111，720，200円 3連単： 136，242，300円 計： 529，648，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 420円 � 180円 枠 連（3－4） 2，290円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 6，350円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 570円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 9，280円 3 連 単 ��� 46，900円

票 数

単勝票数 計 352243 的中 � 91194（1番人気）
複勝票数 計 463529 的中 � 82701（2番人気）� 21766（7番人気）� 74465（3番人気）
枠連票数 計 246601 的中 （3－4） 8323（7番人気）
馬連票数 計 845561 的中 �� 16001（17番人気）
馬単票数 計 422394 的中 �� 4987（24番人気）
ワイド票数 計 486528 的中 �� 7592（18番人気）�� 23554（3番人気）�� 5364（24番人気）
3連複票数 計1117202 的中 ��� 9022（26番人気）
3連単票数 計1362423 的中 ��� 2106（128番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―10．7―11．1―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．1―32．8―43．9―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペチアーレ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sinndar デビュー 2014．6．29 東京1着

2012．4．15生 牝4鹿 母 タ ー キ ー 母母 カーラパワー 18戦2勝 賞金 30，126，000円
〔制裁〕 フェルクレール号の騎手木幡初也は，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70，000円。（被害馬：14番・

1番・3番）
※出走取消馬 サクラベルカント号（疾病〔右前挫跖〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 スズヨローズ号・スミレタンポポ号・ダブルコーク号・フジマサアクトレス号・フリームーヴメント号・

レッドファーレン号



2509110月2日 晴 良 （28中山4）第8日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時25分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上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 スウィフトレイド 牡3栗 55 福永 祐一 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム B504＋121：52．4 3．6�
48 ロードシャリオ 牡4鹿 57 田辺 裕信 �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 468－ 2 〃 クビ 3．9�
35 モンドアルジェンテ 牡4芦 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 518＋ 21：52．93 3．2�
510 マサノジェット 牡3栗 55 吉田 隼人古賀 禎彦氏 蛯名 利弘 新ひだか 嶋田牧場 456－ 41：53．32� 25．0�
24 コスモボアソルテ 牡4芦 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 498－ 21：53．5� 17．7	
47 エメラルエナジー 牡4栗 57 吉田 豊高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B490－ 21：53．6� 16．5

714 デュアルフレイム 牡4栗 57

55 △木幡 初也 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 ハナ 260．9�
816 ノースランドボーイ �4青 57 勝浦 正樹河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 496＋ 61：54．02� 23．4�
11 キングズミッション 牡3栗 55 大野 拓弥吉田 千津氏 高木 登 千歳 社台ファーム 456＋ 21：54．63� 39．8
611 ミラクルウィング 牡3栗 55

53 △伴 啓太星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 464＋121：54．7� 229．7�
612	 アンリキャトル �5黒鹿57 M．デムーロ村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464＋ 21：55．23 8．0�
36 デ ィ マ ン ズ �4鹿 57 L．オールプレス H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 21：55．3クビ 110．5�
（新）

12 フジマサスペシャル 牡3鹿 55 内田 博幸藤原 正一氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B492± 01：55．51
 84．6�
59 ヴ ァ ッ ハ ウ 牡4鹿 57 池添 謙一�ラ・メール 田村 康仁 新冠 赤石 久夫 496＋ 4 〃 ハナ 41．3�
713	 セイウンアサヒ 牡4鹿 57 岩田 康誠西山 茂行氏 星野 忍 新冠 パカパカ

ファーム B476－ 71：58．6大差 266．7�
815 アキトプレスト 牡4栗 57

54 ▲木幡 巧也岡田 昭利氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B488± 02：00．4大差 114．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，442，900円 複勝： 73，176，100円 枠連： 27，360，000円
馬連： 120，822，400円 馬単： 54，405，200円 ワイド： 60，482，800円
3連複： 144，535，900円 3連単： 197，307，700円 計： 724，533，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 140円 � 120円 枠 連（2－4） 500円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 380円 �� 290円 �� 250円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 3，960円

票 数

単勝票数 計 464429 的中 � 102433（2番人気）
複勝票数 計 731761 的中 � 105844（3番人気）� 132580（2番人気）� 178742（1番人気）
枠連票数 計 273600 的中 （2－4） 42178（1番人気）
馬連票数 計1208224 的中 �� 119355（3番人気）
馬単票数 計 544052 的中 �� 32763（3番人気）
ワイド票数 計 604828 的中 �� 37324（3番人気）�� 52539（2番人気）�� 66741（1番人気）
3連複票数 計1445359 的中 ��� 143092（1番人気）
3連単票数 計1973077 的中 ��� 36122（4番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．3―12．5―12．5―12．3―12．6―12．6―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．1―48．6―1：01．1―1：13．4―1：26．0―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F39．0
1
3
11（3，8）（5，13）（1，4，6）（2，14）（10，15）（7，12）16，9
11（3，8）－5（1，4）－（2，10，6，14，9）（7，15，12）（13，16）

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

勝馬の
紹 介

スウィフトレイド �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．10．17 東京4着

2013．3．12生 牡3栗 母 スウィフトテンパー 母母 Glasgow’s Gold 4戦2勝 賞金 13，600，000円
〔その他〕 アキトプレスト号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイウンアサヒ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月2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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 イデアオブダンディ号・カシノサクセス号・ジェイケイライアン号・マイネルネッツ号
※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。

2509210月2日 晴 良 （28中山4）第8日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時55分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上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

23 � スティンライクビー 牡4青鹿57 吉田 豊 �ローレルレーシング 田村 康仁 青森 ワールドファーム 482＋ 81：10．8 6．0�
815	 サウンドジャンゴ 牡4鹿 57 福永 祐一増田 雄一氏 和田 正道 米 Hibiscus

Stables B520＋ 61：10．9
 5．5�
24 ヴェアリアスサマー 牡5栗 57 柴田 善臣小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 520＋ 81：11．21
 193．3�
48 ノーモアゲーム 牡3鹿 55 石橋 脩内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 464－ 1 〃 アタマ 11．4�
11 ヨ シ オ 牡3鹿 55 川田 将雅仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 464－ 41：11．41� 5．5�
36 タッチシタイ 牡6栗 57 戸崎 圭太小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 492－101：11．61� 25．9	
59 � サウスキング 牡5黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 B482＋ 21：11．7クビ 152．3

35 サニーデイズ 牡5黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子星野 祐介氏 相沢 郁 日高 前野牧場 504＋ 4 〃 クビ 12．8�
510 チーフアセスメント 牡5鹿 57 武 豊 �社台レースホース五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 2 〃 同着 19．3
612 ウサギノカケアシ 牡4芦 57 武士沢友治桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 496＋ 21：11．8クビ 23．4�
816 ビービーサレンダー 牡3鹿 55 伊藤 工真�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 486＋ 2 〃 クビ 4．7�
12 	 シ ャ ラ ク 牡5鹿 57 柴山 雄一林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Mike

Abraham 518－ 21：12．12 93．5�
714	 ウォリアーズソウル 4鹿 57 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Dixiana
Farms, LLC B514＋ 21：12．31 6．8�

611 チュウワベイビー 牝5芦 55 蛯名 正義中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 武雄 464－ 61：13．15 34．1�
47 ウインヴォイジャー 牡5芦 57 丸山 元気�ウイン 清水 英克 日高 シンボリ牧場 514－ 6 〃 ハナ 179．3�
713 エムエムアリオーン 牡6芦 57 岩田 康誠ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 浦河 山口 義彦 546＋10 〃 アタマ 80．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，188，400円 複勝： 76，795，700円 枠連： 35，622，300円
馬連： 128，754，300円 馬単： 53，979，200円 ワイド： 71，466，900円
3連複： 170，107，500円 3連単： 203，904，500円 計： 790，818，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 240円 � 220円 � 2，980円 枠 連（2－8） 670円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 810円 �� 13，610円 �� 15，250円

3 連 複 ��� 132，620円 3 連 単 ��� 410，640円

票 数

単勝票数 計 501884 的中 � 66349（4番人気）
複勝票数 計 767957 的中 � 90514（4番人気）� 107115（3番人気）� 5185（14番人気）
枠連票数 計 356223 的中 （2－8） 40995（2番人気）
馬連票数 計1287543 的中 �� 54700（6番人気）
馬単票数 計 539792 的中 �� 11332（12番人気）
ワイド票数 計 714669 的中 �� 24187（7番人気）�� 1313（73番人気）�� 1171（77番人気）
3連複票数 計1701075 的中 ��� 962（229番人気）
3連単票数 計2039045 的中 ��� 360（940番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．4―12．0―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．8―45．8―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スティンライクビー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Singspiel

2012．4．6生 牡4青鹿 母 モーディッシュ 母母 モ テ ッ ク 11戦3勝 賞金 35，600，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 リュクサンブール号
（非抽選馬） 8頭 ウィズエモーション号・エビスグレイト号・スリラーインマニラ号・セクシーボーイ号・タタラ号・トモトモリバー号・

ヨウライフク号・ラブミークン号



2509310月2日 晴 良 （28中山4）第8日 第9競走 ��
��1，600�サ フ ラ ン 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
牝，2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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

56 トーホウアイレス 牝2青鹿54 柴田 善臣東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 468－ 41：34．9 17．7�
811 アエロリット 牝2芦 54 横山 典弘 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 482＋ 6 〃 ハナ 2．2�
710 アピールバイオ 牝2鹿 54 木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 442± 01：35．22 5．9�
33 カリビアンゴールド 牝2黒鹿54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 4 〃 クビ 8．8�
68 サクセスムーン 牝2栗 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 上原 博之 新ひだか 見上牧場 434＋ 21：35．3クビ 25．3	
79 ペイドメルヴェイユ 牝2栗 54 福永 祐一吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 472＋ 8 〃 クビ 10．9

11 キューバンマンボ 牝2鹿 54 吉田 隼人 �スピードファーム小西 一男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 426－ 41：35．4� 27．5�
67 クイントゥープル 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 61：35．61 77．6�
44 � ライズスクリュー 牝2栗 54 柴山 雄一島川 哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 446－ 31：35．81� 111．9�
55 ニシノキララコ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 萱野 浩二 浦河 ガーベラパー

クスタツド 430－101：36．12 105．9�
22 オレンジポピー 牝2黒鹿54 岩部 純二田頭 勇貴氏 柴田 政人 新冠 オリエント牧場 468＋ 61：36．52� 402．7�
812 アンバーミニー 牝2鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 454＋ 41：40．9大差 3．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 59，253，700円 複勝： 78，503，300円 枠連： 29，019，200円
馬連： 131，973，800円 馬単： 69，639，500円 ワイド： 62，138，800円
3連複： 161，640，700円 3連単： 272，660，900円 計： 864，829，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 290円 � 110円 � 160円 枠 連（5－8） 1，300円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，220円 �� 310円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 30，880円

票 数

単勝票数 計 592537 的中 � 26679（6番人気）
複勝票数 計 785033 的中 � 44486（6番人気）� 275185（1番人気）� 114950（3番人気）
枠連票数 計 290192 的中 （5－8） 17295（4番人気）
馬連票数 計1319738 的中 �� 56916（7番人気）
馬単票数 計 696395 的中 �� 11350（19番人気）
ワイド票数 計 621388 的中 �� 23761（9番人気）�� 11939（17番人気）�� 57242（2番人気）
3連複票数 計1616407 的中 ��� 38285（10番人気）
3連単票数 計2726609 的中 ��� 6401（99番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．3―11．5―12．3―11．9―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．2―46．7―59．0―1：10．9―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

トーホウアイレス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2016．8．21 新潟1着

2014．3．24生 牝2青鹿 母 トーホウドルチェ 母母 トーホウウインド 2戦2勝 賞金 17，280，000円
〔発走状況〕 アンバーミニー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンバーミニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月2日まで平地競

走に出走できない。

2509410月2日 晴 良 （28中山4）第8日 第10競走 ��
��1，200�

か つ う ら

勝 浦 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，27．10．3以降28．9．25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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

510 ペイシャフェリシタ 牝3黒鹿53 松岡 正海北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 484－ 21：08．4 5．5�
816� エリシェヴァ 牝3鹿 50 野中悠太郎前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills

Co. Limited 478＋ 81：08．61 17．0�
611 ハ ピ ネ ス 牝5黒鹿55 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 61：08．7� 5．6�
612 オートクレール 牝5栗 52 黛 弘人岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 430± 0 〃 クビ 29．2�
815 イーグルアモン 牝5鹿 53 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B458－ 21：08．8クビ 25．3�
11 サクラディソール 牝6鹿 52 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 444＋12 〃 アタマ 21．1	
48 サーストンコラルド 牡5鹿 54 福永 祐一齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 476± 0 〃 クビ 14．7

36 フクノグローリア 牝4黒鹿51 木幡 巧也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 466＋ 21：08．9クビ 34．0�
12 タカラジャンヌ 牝5鹿 51 菊沢 一樹村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 438＋ 8 〃 ハナ 64．3�
24 タカラジェニファ 牝5鹿 51 武士沢友治村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 472＋ 4 〃 クビ 134．1
35 ダノンアイリス 牝3青鹿52 M．デムーロ�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 460－ 21：09．0クビ 2．5�
713 ペイシャオブロー 牡4鹿 56 大野 拓弥北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 500－ 2 〃 クビ 18．3�
714 キタサンガンバ 牡3鹿 53 武 豊�大野商事 小笠 倫弘 日高 株式会社

RUMIファーム 478＋ 61：09．1クビ 26．3�
59 ブラウンカイ 牡5鹿 54 戸崎 圭太キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 462－ 4 〃 ハナ 25．3�
23 	 スズカプリオール 牡5鹿 53 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B496－12 〃 クビ 175．0�
47 	 アペルトゥーラ 牡5栗 55 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 508＋161：09．31
 13．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 61，844，900円 複勝： 88，091，500円 枠連： 47，973，100円
馬連： 186，810，900円 馬単： 86，005，600円 ワイド： 90，939，400円
3連複： 250，839，100円 3連単： 334，646，600円 計： 1，147，151，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 560円 � 190円 枠 連（5－8） 3，000円

馬 連 �� 7，430円 馬 単 �� 13，310円

ワ イ ド �� 2，730円 �� 600円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 12，200円 3 連 単 ��� 72，660円

票 数

単勝票数 計 618449 的中 � 88410（2番人気）
複勝票数 計 880915 的中 � 126059（3番人気）� 32428（9番人気）� 133391（2番人気）
枠連票数 計 479731 的中 （5－8） 12388（13番人気）
馬連票数 計1868109 的中 �� 19476（25番人気）
馬単票数 計 860056 的中 �� 4845（45番人気）
ワイド票数 計 909394 的中 �� 8229（31番人気）�� 41828（3番人気）�� 11462（24番人気）
3連複票数 計2508391 的中 ��� 15409（34番人気）
3連単票数 計3346466 的中 ��� 3339（220番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―11．1―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．3―45．4―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャフェリシタ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2015．8．1 札幌7着

2013．3．10生 牝3黒鹿 母 プレザントケイプ 母母 Felicity 10戦3勝 賞金 35，814，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。
（非抽選馬） 4頭 オルフィーク号・キャプテンペリー号・テンテマリ号・ナイトフォックス号

１レース目
３レース目



2509510月2日 晴 良 （28中山4）第8日 第11競走 ��
��1，200�第50回スプリンターズステークス（ＧⅠ）

発走15時40分 （グローバルスプリントチャレンジ） （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬
2�減

日本馬主協会連合会会長賞・グローバルスプリントチャレンジ賞・ブリーダーズカップチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 98，000，000円 39，000，000円 25，000，000円 15，000，000円 9，800，000円
付 加 賞 3，360，000円 960，000円 480，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：06．7
1：06．5
1：06．7

良
良
良

713 レッドファルクス 牡5芦 57 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 472＋ 61：07．6 9．2�
815 ミッキーアイル 牡5鹿 57 松山 弘平野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486－ 4 〃 アタマ 8．2�
24 ソルヴェイグ 牝3栗 53 田辺 裕信�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－10 〃 クビ 27．1�
35 シ ュ ウ ジ 牡3鹿 55 川田 将雅安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 504＋121：07．7クビ 13．6�
47 スノードラゴン 牡8芦 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 510＋ 2 〃 ハナ 37．9�
816 ネ ロ 牡5栗 57 内田 博幸西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 466＋ 2 〃 アタマ 25．1	
59 サトノルパン 牡5黒鹿57 和田 竜二里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 448－141：07．8クビ 97．3

23 ティーハーフ 牡6栗 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－ 6 〃 ハナ 105．6�
612 レッツゴードンキ 牝4栗 55 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 478＋ 2 〃 クビ 19．7�
36 ベ ル カ ン ト 牝5栗 55 蛯名 正義�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居 忠吉 490＋ 21：07．9クビ 37．8
12 ブランボヌール 牝3芦 53 武 豊前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋ 8 〃 クビ 14．0�
11 ビッグアーサー 牡5鹿 57 福永 祐一中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 バンブー牧場 520－ 41：08．0	 1．8�
714 ウ リ ウ リ 牝6青 55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 アタマ 29．8�
510 レッドアリオン 牡6鹿 57 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 えりも エクセルマネジメント 478＋ 41：08．1クビ 102．5�
611 ダンスディレクター 牡6鹿 57 浜中 俊太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 444± 0 〃 アタマ 10．9�
48 サクラゴスペル 牡8黒鹿57 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 482－121：08．31
 92．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 508，588，700円 複勝： 604，329，500円 枠連： 357，321，700円 馬連： 1，626，218，700円 馬単： 861，551，200円
ワイド： 735，927，400円 3連複： 2，677，079，900円 3連単： 5，293，076，500円 5重勝： 598，745，500円 計： 13，262，839，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 380円 � 290円 � 740円 枠 連（7－8） 2，000円

馬 連 �� 4，490円 馬 単 �� 8，240円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 3，470円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 42，230円 3 連 単 ��� 180，060円

5 重 勝
対象競走：中山9R／阪神10R／中山10R／阪神11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 13，520，050円

票 数

単勝票数 計5085887 的中 � 438768（3番人気）
複勝票数 計6043295 的中 � 418312（3番人気）� 595765（2番人気）� 193005（10番人気）
枠連票数 計3573217 的中 （7－8） 137905（7番人気）
馬連票数 計16262187 的中 �� 280356（12番人気）
馬単票数 計8615512 的中 �� 78339（20番人気）
ワイド票数 計7359274 的中 �� 131193（12番人気）�� 54098（37番人気）�� 54425（36番人気）
3連複票数 計26770799 的中 ��� 47538（110番人気）
3連単票数 計52930765 的中 ��� 21312（460番人気）
5重勝票数 差引計5987455（返還計 6118） 的中 ����� 31

ハロンタイム 11．8―10．5―11．1―11．2―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．4―44．6―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドファルクス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．23 東京2着

2011．4．12生 牡5芦 母 ベ ル モ ッ ト 母母 レガシーオブストレングス 18戦8勝 賞金 245，718，000円
〔制裁〕 スノードラゴン号の騎手大野拓弥は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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 アクティブミノル号・ナックビーナス号・ラヴァーズポイント号・ワキノブレイブ号

2509610月2日 晴 良 （28中山4）第8日 第12競走 ��
��1，800�

うちぼう

内房ステークス
発走16時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，27．10．3以降28．9．25まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬
および未勝利馬；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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

12 ロンドンタウン 牡3鹿 53 川田 将雅薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 512＋ 21：51．8 5．6�
36 センチュリオン 牡4黒鹿57 大野 拓弥窪田 康志氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528＋161：52．11� 13．6�
59 クラウンシャイン 牡4栗 57 和田 竜二�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 474－14 〃 クビ 6．6�
714 クライスマイル 牡5黒鹿57 田辺 裕信小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 466＋ 61：52．2� 6．9�
35 コアレスキング 牡6鹿 55 吉田 豊小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 536－ 21：52．3クビ 18．7�
11 イントロダクション 牝5栗 54 横山 典弘 	社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 446＋121：52．4� 15．2

611	 アースコネクター 牡5栗 54 丸山 元気 �グリーンファーム和田 正道 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

B508＋ 21：52．5� 21．3�
48 スノーモンキー 牡6鹿 56 戸崎 圭太石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 466＋ 41：52．6クビ 6．4�
713 カ ラ ク プ ア 牡3黒鹿53 福永 祐一�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム 490＋ 21：53．23� 4．4
815 トウショウギフト 牡7鹿 51 武士沢友治トウショウ産業� 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 534± 01：53．3� 78．7�
612 ミエノワンダー 牡6鹿 56 内田 博幸里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 514± 0 〃 ハナ 19．1�
816 グッドマイスター 牡7鹿 54 津村 明秀久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 468＋ 41：53．72� 96．5�
510
 コスモカウピリ 牡5鹿 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 500＋ 41：54．12� 87．3�
24 ワトソンクリック 牡4鹿 54 浜中 俊本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 514＋ 81：54．31 66．9�
23 パワーポケット 牡4黒鹿57 L．オールプレス 柳原 達也氏 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 540＋ 41：55．25 22．8�

（新）

47 スズカリバー 牡4鹿 54 黛 弘人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B490－ 21：55．94 120．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 105，204，900円 複勝： 147，224，100円 枠連： 76，392，400円
馬連： 318，910，800円 馬単： 113，529，300円 ワイド： 145，673，700円
3連複： 382，976，700円 3連単： 550，131，300円 計： 1，840，043，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 340円 � 220円 枠 連（1－3） 1，500円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 6，140円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 910円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 8，670円 3 連 単 ��� 44，160円

票 数

単勝票数 計1052049 的中 � 149910（2番人気）
複勝票数 計1472241 的中 � 188108（2番人気）� 99002（6番人気）� 183688（4番人気）
枠連票数 計 763924 的中 （1－3） 39402（6番人気）
馬連票数 計3189108 的中 �� 68200（14番人気）
馬単票数 計1135293 的中 �� 13853（24番人気）
ワイド票数 計1456737 的中 �� 22559（21番人気）�� 41940（8番人気）�� 30492（11番人気）
3連複票数 計3829767 的中 ��� 33094（23番人気）
3連単票数 計5501313 的中 ��� 9030（114番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．4―48．7―1：00．8―1：13．1―1：25．5―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．7
1
3
11－3（4，6）12，8，14（2，13）9，10（5，16）15（1，7）
11－（3，6）12（4，8，14）13，2（9，10）（5，1）16（15，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロンドンタウン �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Honour and Glory デビュー 2015．10．11 東京6着

2013．4．22生 牡3鹿 母 フェアリーバニヤン 母母 キャタラクト 12戦4勝 賞金 55，799，000円
〔制裁〕 パワーポケット号の騎手L．オールプレスは，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※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 アルタイル号・シュミット号・ディアデルレイ号・ポイントブランク号
※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。

５レース目



（28中山4）第8日 10月2日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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 手 当

371，420，000円
11，660，000円
6，370，000円
44，120，000円
70，645，500円
5，350，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
1，023，319，400円
1，315，722，600円
697，235，100円
2，932，729，400円
1，457，231，900円
1，409，589，900円
4，343，659，300円
7，573，251，000円
598，745，500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 21，351，484，100円

総入場人員 37，383名 （有料入場人員 33，582名）



平成28年度 第4回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，433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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

2，027，500，000円
10，120，000円
85，080，000円
18，360，000円
223，450，000円
2，000，000円
537，317，000円
41，438，000円
13，756，800円

勝馬投票券売得金
5，015，809，500円
7，351，536，200円
3，179，216，900円
13，408，068，500円
6，726，836，400円
6，739，882，500円
18，455，543，000円
30，900，614，200円
2，528，729，600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
5 重 勝
計 94，306，236，800円

総入場延人員 194，668名 （有料入場延人員 140，545名）
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