
25013 9月10日 晴 良 （29中山4）第2日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時10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
1：07．8
1：07．8

良
良

11 レ ト リ ッ ク 牡2芦 54 内田 博幸 �カナヤマホール
ディングス 黒岩 陽一 新冠 オリエント牧場 442＋ 81：09．3 2．6�

610 クイーンズテソーロ 牝2栗 54 田辺 裕信了德寺健二氏 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 438＋ 41：09．51� 1．9�
33 キ ー ロ ー ズ 牝2青鹿54 丸山 元気北前孔一郎氏 青木 孝文 新ひだか 小河 豊水 438－ 81：09．71� 117．9�
711 カシノクオーレ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也柏木 務氏 天間 昭一 青森 野々宮牧場 448＋ 4 〃 クビ 53．4�
69 レ ッ プ ウ 牡2鹿 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 小野 次郎 浦河 鎌田 正嗣 460＋ 81：10．01� 19．2�
813 カシノレガーメ 牡2黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 野島牧場 448－ 61：10．21� 71．5	
34 ニシノシノブ 牝2芦 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 本間 忍 日高 日西牧場 436＋ 41：10．3	 17．2

712 チ リ ナ リ エ 牝2鹿 54

51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 竹内 正洋 新ひだか 山田牧場 422－ 21：10．4� 158．9�
814 ノーブルメジャー 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子吉木 伸彦氏 田村 康仁 日高 タバタファーム 400＋ 8 〃 クビ 30．7�
58 ストロングタッグ 牡2鹿 54 柴田 大知西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 484－ 6 〃 ハナ 27．3
22 ホ ク セ ツ 
2青鹿54 江田 照男�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム B484± 01：10．5� 139．1�
57 ソ ン タ ク 牡2鹿 54 的場 勇人田頭 勇貴氏 的場 均 えりも 熊沢牧場 444＋ 8 〃 ハナ 31．1�
45 ククリナイフ 牡2黒鹿 54

53 ☆義 英真田頭 勇貴氏 谷原 義明 日高 豊洋牧場 436± 01：10．81� 234．7�
46 シゲルソラマメ 牡2鹿 54

51 ▲武藤 雅森中 蕃氏 粕谷 昌央 日高 新井 昭二 438± 01：11．33 46．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，895，500円 複勝： 54，182，000円 枠連： 16，380，600円
馬連： 61，161，400円 馬単： 38，689，000円 ワイド： 36，793，400円
3連複： 87，224，500円 3連単： 145，292，300円 計： 468，618，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 860円 枠 連（1－6） 180円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 370円

ワ イ ド �� 140円 �� 2，680円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 5，010円 3 連 単 ��� 13，230円

票 数

単勝票数 計 288955 的中 � 91703（2番人気）
複勝票数 計 541820 的中 � 114912（2番人気）� 291438（1番人気）� 4477（11番人気）
枠連票数 計 163806 的中 （1－6） 70226（1番人気）
馬連票数 計 611614 的中 �� 234380（1番人気）
馬単票数 計 386890 的中 �� 77849（2番人気）
ワイド票数 計 367934 的中 �� 97320（1番人気）�� 2624（28番人気）�� 2741（27番人気）
3連複票数 計 872245 的中 ��� 13046（11番人気）
3連単票数 計1452923 的中 ��� 7958（34番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．9―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．5―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ト リ ッ ク �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．7．22 福島3着

2015．3．1生 牡2芦 母 スイートトーク 母母 ライトスイート 2戦1勝 賞金 6，800，000円

25014 9月10日 晴 良 （29中山4）第2日 第2競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走10時40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

66 ラ ン リ ー ナ 牝2芦 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元道牧場 450＋ 82：02．8 7．8�
44 ミレフォリウム 牝2鹿 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 468－ 42：03．01� 1．9�
55 マイネルアーリー 牡2黒鹿54 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 492－ 42：03．1� 6．4�
22 セイカメテオライト 牡2鹿 54 吉田 隼人久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 450－ 22：03．63 11．2�
88 ファイアプルーフ 牡2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 488＋ 2 〃 クビ 4．7	

77 ニシノムソウ 牡2黒鹿54 丸田 恭介西山 茂行氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 470－102：03．7	 54．4

11 ルビーロマン 牡2鹿 54 勝浦 正樹畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 中神牧場 482－ 22：03．8クビ 53．8�
33 
 カ ミ ノ コ 牡2青鹿54 松若 風馬門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 444＋ 22：03．9� 15．8�
（8頭）

売 得 金
単勝： 34，466，900円 複勝： 49，743，900円 枠連： 発売なし
馬連： 60，161，200円 馬単： 37，242，400円 ワイド： 32，094，100円
3連複： 64，508，100円 3連単： 143，891，700円 計： 422，108，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 150円 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 220円 �� 570円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 9，230円

票 数

単勝票数 計 344669 的中 � 36792（4番人気）
複勝票数 計 497439 的中 � 47145（4番人気）� 270047（1番人気）� 51146（3番人気）
馬連票数 計 601612 的中 �� 79029（2番人気）
馬単票数 計 372424 的中 �� 15657（6番人気）
ワイド票数 計 320941 的中 �� 41760（2番人気）�� 12463（8番人気）�� 25854（4番人気）
3連複票数 計 645081 的中 ��� 36988（5番人気）
3連単票数 計1438917 的中 ��� 11292（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．5―37．0―49．6―1：03．1―1：14．9―1：27．0―1：38．8―1：50．8

コーナー
通過順位

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

2
4
7，8，3，2，6，5，1，4・（5，4）（7，8，2）6，3，1

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ラ ン リ ー ナ 
�
父 エイシンフラッシュ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．6．11 東京5着

2015．2．8生 牝2芦 母 アップルティー 母母 ア ド マ イ ス 3戦1勝 賞金 6，200，000円

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 中山競馬 第２日



25015 9月10日 晴 良 （29中山4）第2日 第3競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

714 ハルカノテソーロ 牡3鹿 56 三浦 皇成了德寺健二氏 高木 登 新ひだか 服部 健太郎 522± 01：54．6 5．0�
11 エルドールサージュ 牡3栗 56 田辺 裕信原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド B466± 01：55．66 1．5�
12 ウインドフォール 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 482－ 4 〃 アタマ 13．4�
24 メジャーロール 牡3鹿 56 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446± 01：55．7クビ 13．0�
815 ノーブルシリウス 牡3栗 56

53 ▲武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 470＋ 61：56．44 154．3�
713 ゴールデンマクリス 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 458＋ 2 〃 アタマ 42．5�
612 ルーセントオーデ 牝3鹿 54 柴田 善臣吉岡 泰治氏 松山 将樹 日高 三輪牧場 B470＋ 21：56．72 23．4	
59 プリンシアステラ 牝3青鹿54 伊藤 工真山本 律氏 高橋 文雅 新冠 小泉 学 448＋ 61：57．65 104．0

23 レオネルコード 牡3鹿 56 江田 照男石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム B456－ 2 〃 ハナ 12．8�
510 ジュングレイド 牡3栗 56 北村 宏司河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 クビ 28．8�
35 サーロンドン 牡3青鹿56 吉田 豊窪田 芳郎氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 460－ 61：57．7クビ 38．5
611 ティアップジャンコ 牝3栗 54

51 ▲横山 武史田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 436－121：58．12� 165．2�
48 トーアアテナ 牝3芦 54

53 ☆木幡 初也高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 466－121：59．37 247．2�
47 コーリンスライム 牡3鹿 56

54 △伴 啓太伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 B468－ 22：00．25 296．5�
816 ム ッ ク ン 牡3鹿 56 吉田 隼人菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 矢野牧場 504＋102：00．62� 97．7�
36 ク ラ プ ト ン 牡3栗 56 丸山 元気佐野 雅昭氏 竹内 正洋 浦河 ダイヤモンドファーム 486－ 42：01．55 67．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，175，800円 複勝： 103，937，700円 枠連： 18，533，700円
馬連： 63，614，400円 馬単： 43，345，300円 ワイド： 41，978，500円
3連複： 92，387，200円 3連単： 154，675，800円 計： 550，648，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 110円 � 260円 枠 連（1－7） 370円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 220円 �� 850円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 6，250円

票 数

単勝票数 計 321758 的中 � 51234（2番人気）
複勝票数 計1039377 的中 � 56086（2番人気）� 769266（1番人気）� 26980（5番人気）
枠連票数 計 185337 的中 （1－7） 38358（1番人気）
馬連票数 計 636144 的中 �� 130635（1番人気）
馬単票数 計 433453 的中 �� 32715（3番人気）
ワイド票数 計 419785 的中 �� 56943（1番人気）�� 10826（10番人気）�� 26684（4番人気）
3連複票数 計 923872 的中 ��� 57258（2番人気）
3連単票数 計1546758 的中 ��� 17914（16番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―13．0―13．4―13．0―12．4―12．6―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．0―50．4―1：03．4―1：15．8―1：28．4―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハルカノテソーロ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．4．1 中山4着

2014．4．18生 牡3鹿 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 6戦1勝 賞金 8，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕トーアアテナ号・コーリンスライム号・ムックン号・クラプトン号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成29年10月10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。
（非当選馬） 5頭 エスプリドゥルミエ号・カドモス号・クリノアパッチ号・テンゴールドラブ号・ピースワンデュー号

25016 9月10日 晴 良 （29中山4）第2日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時40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
1：52．7
1：50．9

良
不良

35 スペースファルコン 牡2鹿 54 吉田 隼人星野 �男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 492 ―1：57．2 5．5�
47 ミックベンハー 牡2栗 54

51 ▲武藤 雅�キラット・ワン 畠山 吉宏 清水 リトルブルーファーム 484 ―1：57．41� 73．8�
611 サムライブルー 牡2黒鹿54 田辺 裕信青山 洋一氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 460 ― 〃 アタマ 6．4�
815 エンドウォーニング 牡2栗 54 武士沢友治井上 久光氏 高市 圭二 新冠 石田牧場 482 ―1：57．71� 47．1�
36 オワゾードール 牡2鹿 54 北村 宏司 Viridian Keiba Club 久保田貴士 千歳 社台ファーム 482 ―1：58．33� 6．0	
23 ホウオウスクラム 牡2栗 54 松岡 正海小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 492 ―1：59．25 9．9

12 テンワールドレイナ 牝2栗 54 三浦 皇成天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 462 ―1：59．73 5．8�
713 サクラトップタイム 牡2鹿 54 内田 博幸�トップフェロウ二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 482 ―2：00．76 42．7
24 ウインリコルド 牡2青鹿54 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 490 ―2：01．23 11．2�
59 コスモロッソ 牡2青鹿54 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 470 ― 〃 クビ 91．5�
48 ダイワウェッジ 牡2鹿 54

51 ▲野中悠太郎大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 490 ―2：01．3クビ 49．7�
510 ツクバマカナ 牡2黒鹿54 柴田 大知細谷 武史氏 蛯名 利弘 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 468 ―2：02．89 65．3�
11 オ ビ シ ャ 牡2鹿 54 大庭 和弥内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 468 ―2：03．44 170．0�
714 タイセイレーベン 牡2栗 54 柴田 善臣田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 森 政巳 510 ―2：04．99 16．2�
612 アストロローグ 牡2鹿 54

53 ☆木幡 巧也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 498 ―2：05．21� 26．8�

816 ロードゲイル 牡2鹿 54 津村 明秀 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 浦河 谷川牧場 500 ―2：12．3大差 8．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，684，900円 複勝： 40，727，800円 枠連： 25，443，800円
馬連： 65，671，600円 馬単： 31，242，700円 ワイド： 40，089，500円
3連複： 88，153，900円 3連単： 105，965，800円 計： 428，980，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 1，640円 � 240円 枠 連（3－4） 3，640円

馬 連 �� 24，140円 馬 単 �� 36，660円

ワ イ ド �� 5，750円 �� 860円 �� 6，180円

3 連 複 ��� 55，550円 3 連 単 ��� 362，380円

票 数

単勝票数 計 316849 的中 � 47946（1番人気）
複勝票数 計 407278 的中 � 64380（2番人気）� 4960（15番人気）� 46335（4番人気）
枠連票数 計 254438 的中 （3－4） 5417（17番人気）
馬連票数 計 656716 的中 �� 2108（66番人気）
馬単票数 計 312427 的中 �� 639（104番人気）
ワイド票数 計 400895 的中 �� 1752（62番人気）�� 12603（5番人気）�� 1629（65番人気）
3連複票数 計 881539 的中 ��� 1190（163番人気）
3連単票数 計1059658 的中 ��� 212（1033番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．2―50．8―1：04．0―1：17．1―1：30．6―1：43．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．1
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スペースファルコン �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 Elusive Quality 初出走

2015．3．26生 牡2鹿 母 シンデレラロマンス 母母 シ ン デ ィ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オビシャ号・タイセイレーベン号・アストロローグ号・ロードゲイル号は，「タイムオーバーによる出

走制限」のため，平成29年10月10日まで平地競走に出走できない。



25017 9月10日 晴 良 （29中山4）第2日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時30分 （芝・右・外）
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
1：33．4
1：32．3

良
良

714 ウインディマンシュ 牝2栗 54 丹内 祐次�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 414 ―1：37．0 56．8�
612 ネイビーアッシュ 牝2青鹿54 三浦 皇成吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 460 ―1：37．1� 2．9�
47 コスモレリア 牡2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 466 ―1：37．31� 4．1�
48 スワーリングミスト 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也 H.H．シェイク・モハメド 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448 ― 〃 クビ 19．2�

12 イッツマイターン 牡2鹿 54
51 ▲武藤 雅岡田 牧雄氏 天間 昭一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 498 ―1：37．72� 8．2	
611 オペラサンデー 牡2栗 54 勝浦 正樹戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 426 ―1：38．12� 12．3

510 ティエンラン 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎山口功一郎氏 栗田 博憲 浦河 山田牧場 446 ―1：38．31� 85．2�
815 エ ピ リ マ イ 牝2鹿 54 吉田 豊�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 490 ―1：38．51� 57．5�
11 ジャンバイカ 牡2栗 54 丸山 元気西森 鶴氏 高橋 裕 新ひだか ニシケンフアーム 494 ―1：39．03 25．6
713 ディアフェルスパー 牡2鹿 54 田辺 裕信ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 452 ―1：39．1	 6．5�
24 ソッフィダモーレ 牝2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 伸一 新冠 長浜 秀昭 450 ―1：39．52� 84．8�
36 ファインドザウェイ 牝2栗 54 松岡 正海堀口 晴男氏 松山 将樹 浦河 市川牧場 448 ―1：39．6� 35．1�
35 トーセンエピソード 牝2鹿 54

53 ☆井上 敏樹島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 448 ―1：39．91	 86．7�

23 ブライターデイズ 牝2栗 54 松山 弘平 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 正道 新冠 三村 卓也 474 ―1：40．32� 19．6�

816 スワンレイクカフェ 牝2鹿 54
51 ▲菊沢 一樹西川 恭子氏 小島 太 様似 中脇 一幸 434 ―1：40．4	 142．1�

59 ディセントファミリ 牡2青鹿 54
51 ▲横山 武史�和田牧場 和田 正道 新冠 八木 明広 468 ―1：40．61� 121．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，603，100円 複勝： 40，621，700円 枠連： 22，001，900円
馬連： 64，224，600円 馬単： 31，894，400円 ワイド： 39，709，400円
3連複： 83，843，300円 3連単： 108，238，200円 計： 422，136，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，680円 複 勝 � 1，000円 � 130円 � 150円 枠 連（6－7） 700円

馬 連 �� 7，360円 馬 単 �� 17，270円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 3，070円 �� 290円

3 連 複 ��� 8，950円 3 連 単 ��� 95，230円

票 数

単勝票数 計 316031 的中 � 4722（10番人気）
複勝票数 計 406217 的中 � 6283（11番人気）� 102240（1番人気）� 78797（2番人気）
枠連票数 計 220019 的中 （6－7） 24286（2番人気）
馬連票数 計 642246 的中 �� 6760（23番人気）
馬単票数 計 318944 的中 �� 1385（53番人気）
ワイド票数 計 397094 的中 �� 3859（28番人気）�� 3013（32番人気）�� 41121（1番人気）
3連複票数 計 838433 的中 ��� 7020（28番人気）
3連単票数 計1082382 的中 ��� 824（271番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．4―49．0―1：01．3―1：13．5―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

ウインディマンシュ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2015．3．27生 牝2栗 母 ピサノサンデー 母母 アランヴァンナ 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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 シャドウラーテル号・ショウナンワダツミ号・スガノブリランテ号・フルコスト号・レイナデルビエント号

25018 9月10日 晴 良 （29中山4）第2日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時00分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

68 ス ク ラ ッ タ 牝4黒鹿55 三浦 皇成吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 412＋ 81：55．1 6．6�
711 ジュブリーユ 牝3芦 52 江田 照男岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 486－ 21：55．31� 8．3�
57 ホ ノ カ 牝3鹿 52

49 ▲藤田菜七子�KTレーシング 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 81：55．51� 5．9�
33 ボールドアテンプト 牝4黒鹿55 北村 宏司�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 462＋ 8 〃 ハナ 5．0�
69 トーセンメリッサ 牝5青 55 小野寺祐太島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 484＋101：55．92� 65．2	
812 ドラゴンホマレ 牝3青鹿52 吉田 隼人窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 476＋201：56．32� 3．8

45 モアアピール 牝5芦 55 吉田 豊�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 488－ 21：56．5� 20．8�
22 	 デルマアツヒメ 牝4栗 55 松若 風馬南條 浩輝氏 伊藤 伸一 千歳 社台ファーム 398－ 2 〃 ハナ 190．0�
56 サトノシャルマン 牝5鹿 55 田辺 裕信里見 治氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 496－ 4 〃 ハナ 4．3
44 マ ー ヤ 牝4鹿 55

52 ▲武藤 雅中田 和宏氏 小笠 倫弘 平取 船越 伸也 474± 01：56．81� 32．3�
813 オンワードラスター 牝3鹿 52 木幡 初広樫山 章子氏 杉浦 宏昭 新冠 高橋 忍 426－ 21：57．11� 116．0�
11 ウインアルディー 牝3栗 52 丹内 祐次�ウイン 池上 昌弘 新冠 コスモヴューファーム 460－ 2 〃 アタマ 90．2�
710 タ カ ラ ユ メ 牝3栃栗 52

49 ▲野中悠太郎村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 396± 01：59．0大差 141．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 33，239，600円 複勝： 43，993，400円 枠連： 19，220，900円
馬連： 78，008，100円 馬単： 37，144，900円 ワイド： 42，401，700円
3連複： 97，865，500円 3連単： 134，139，800円 計： 486，013，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 220円 � 210円 � 270円 枠 連（6－7） 2，370円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 4，480円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，220円 �� 980円

3 連 複 ��� 7，810円 3 連 単 ��� 48，820円

票 数

単勝票数 計 332396 的中 � 39955（5番人気）
複勝票数 計 439934 的中 � 54943（5番人気）� 56698（4番人気）� 39017（6番人気）
枠連票数 計 192209 的中 （6－7） 6271（12番人気）
馬連票数 計 780081 的中 �� 27332（12番人気）
馬単票数 計 371449 的中 �� 6205（25番人気）
ワイド票数 計 424017 的中 �� 15940（10番人気）�� 8759（18番人気）�� 11108（14番人気）
3連複票数 計 978655 的中 ��� 9398（27番人気）
3連単票数 計1341398 的中 ��� 1992（172番人気）

ハロンタイム 12．7―12．2―13．4―13．6―13．1―12．6―12．6―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―38．3―51．9―1：05．0―1：17．6―1：30．2―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス ク ラ ッ タ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．11．7 東京11着

2013．3．4生 牝4黒鹿 母 エミーズスマイル 母母 エミスフェール 18戦3勝 賞金 29，200，000円
〔制裁〕 ジュブリーユ号の騎手江田照男は，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30，000円。（被害馬：3番）



25019 9月10日 晴 良 （29中山4）第2日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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
1：08．7
1：08．7

重
重

36 ブラヴォバンビーノ 牡3鹿 55
52 ▲武藤 雅 �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム B484＋ 21：11．6 7．0�

47 アイアムキャツアイ 牝3黒鹿53 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 440－ 61：11．7� 4．1�
59 ド ラ グ ー ン �5鹿 57 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518－ 61：11．91� 7．2�
510 トウショウデュエル 牡5栗 57

56 ☆木幡 初也トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 516± 0 〃 クビ 50．0�
48 トウショウスレッジ 牡4栗 57

54 ▲横山 武史トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 488± 01：12．32� 70．5	
611 ウインアンビション 牡4鹿 57 松山 弘平�ウイン 畠山 吉宏 むかわ 真壁 信一 502± 0 〃 クビ 35．5

23 エビスリアン 牡4鹿 57 菱田 裕二加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 B474－ 8 〃 ハナ 4．9�
612 リトルレグルス 牡3鹿 55 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 484＋ 41：12．4クビ 10．8�
713 スリラーインマニラ �4鹿 57 内田 博幸古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 B444－ 41：12．5	 12．1
11 ネコフッピー 牝3鹿 53

50 ▲野中悠太郎桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 須崎牧場 416－ 21：12．71� 52．2�
35 キセキノムスメ 牝4青鹿55 中井 裕二�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 456－ 2 〃 アタマ 11．3�
714
 ユアザスター 牡4鹿 57 北村 宏司西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B502± 01：12．91 14．6�
24 イデアオブダンディ 牡4栗 57 三浦 皇成益田 修一氏 柄崎 孝 日高 山田 政宏 484＋ 4 〃 アタマ 38．5�
816
 ココロノキャンバス 牝4栗 55

54 ☆義 英真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 いとう牧場 406－ 41：13．0� 219．9�
12 ガッテンパートナー 牡3栗 55 柴田 善臣大島 芳子氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 444－ 41：13．1	 55．2�
815 チェアーグライド 牡3栗 55 田中 勝春 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 502－ 41：13．52� 15．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，688，800円 複勝： 56，780，900円 枠連： 27，218，900円
馬連： 101，555，700円 馬単： 41，814，600円 ワイド： 62，464，900円
3連複： 136，709，000円 3連単： 163，631，300円 計： 625，864，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 310円 � 180円 � 230円 枠 連（3－4） 1，130円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 4，560円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，620円 �� 590円

3 連 複 ��� 7，700円 3 連 単 ��� 36，850円

票 数

単勝票数 計 356888 的中 � 40586（3番人気）
複勝票数 計 567809 的中 � 42560（7番人気）� 90105（2番人気）� 64475（3番人気）
枠連票数 計 272189 的中 （3－4） 18594（3番人気）
馬連票数 計1015557 的中 �� 29565（10番人気）
馬単票数 計 418146 的中 �� 6872（14番人気）
ワイド票数 計 624649 的中 �� 14820（10番人気）�� 9561（20番人気）�� 28801（2番人気）
3連複票数 計1367090 的中 ��� 13314（20番人気）
3連単票数 計1636313 的中 ��� 3219（88番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．6―12．1―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．5―46．6―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラヴォバンビーノ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．6．12 東京6着

2014．4．7生 牡3鹿 母 ゴールドポイント 母母 ポインテッドパス 9戦2勝 賞金 15，250，000円
〔制裁〕 ネコフッピー号の騎手野中悠太郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番）

25020 9月10日 晴 良 （29中山4）第2日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走14時00分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�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
1：44．9
1：43．9

良
良

34 ラッシュアタック 牡5鹿 57
56 ☆木幡 巧也 �キャロットファーム 菊川 正達 洞�湖 レイクヴィラファーム 496－ 21：47．6 7．6�

22 ラベンダーメモリー 牝4鹿 55 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 一山育成牧場 B448＋ 2 〃 ハナ 5．4�
47 	 クィーンビー 牝4鹿 55 横山 典弘�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 472＋16 〃 ハナ 54．4�
35 	 アンドトゥモロー 牝5鹿 55 松山 弘平吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 21：47．81
 40．5�
712 レッドアルカナ 牝4鹿 55 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム B488＋ 41：47．9クビ 4．8	
11 クラウンジーニアス �5栗 57 宮崎 北斗�クラウン 松永 康利 新冠 松浦牧場 488± 0 〃 ハナ 147．8

713 ベイビーステップ 牡3鹿 54

51 ▲武藤 雅大塚Ry’sCLUB 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 484＋ 4 〃 クビ 15．7�
814 ヤマニンリュウセイ 牡4栗 57 江田 照男土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 474± 01：48．0� 14．3�
23 ド ン チ ャ ブ 牡4鹿 57 北村 宏司古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 上村 清志 472－ 81：48．21 85．2
610 レッドミラベル 牝3芦 52 吉田 豊 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 440－ 81：48．3
 10．5�
58 プレシャスブルー 牡3鹿 54 内田 博幸石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 424－ 61：48．61� 3．7�
611 ラヴィソント 牝3鹿 52 的場 勇人岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 430＋ 4 〃 ハナ 31．3�
59 マイネルシュバリエ �5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 486－161：48．91� 25．2�
815 ナイアガラモンロー 牝5鹿 55

53 △伴 啓太塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 508＋10 〃 ハナ 58．8�
46 � ネオヴェルザンディ 牝4鹿 55 三浦 皇成小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 米 Lake Shore

Farm LLC 480＋ 81：49．64 12．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，520，200円 複勝： 53，855，700円 枠連： 24，287，100円
馬連： 105，183，700円 馬単： 41，740，000円 ワイド： 58，311，200円
3連複： 135，192，800円 3連単： 165，193，300円 計： 620，284，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 240円 � 200円 � 1，430円 枠 連（2－3） 2，010円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 690円 �� 5，900円 �� 5，740円

3 連 複 ��� 41，410円 3 連 単 ��� 208，650円

票 数

単勝票数 計 365202 的中 � 38345（4番人気）
複勝票数 計 538557 的中 � 63913（4番人気）� 81805（3番人気）� 7604（14番人気）
枠連票数 計 242871 的中 （2－3） 9337（11番人気）
馬連票数 計1051837 的中 �� 39805（6番人気）
馬単票数 計 417400 的中 �� 6374（17番人気）
ワイド票数 計 583112 的中 �� 23287（5番人気）�� 2459（57番人気）�� 2528（55番人気）
3連複票数 計1351928 的中 ��� 2448（128番人気）
3連単票数 計1651933 的中 ��� 574（667番人気）

ハロンタイム 12．2―11．7―12．5―12．9―12．0―11．5―11．4―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．9―36．4―49．3―1：01．3―1：12．8―1：24．2―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．8
1
3
2，6，11，15（1，4，7，14）3（5，12）－（10，8）－13－9
2（6，12，15，8）（1，11，4，14）－（3，7）5（10，13）9

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

勝馬の
紹 介

ラッシュアタック �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．10．26 東京4着

2012．4．22生 牡5鹿 母 メジロヒラリー 母母 メジロドーベル 15戦2勝 賞金 22，650，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



25021 9月10日 晴 良 （29中山4）第2日 第9競走 ��
��1，600�

き さ ら づ

木 更 津 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，28．9．10以降29．9．3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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

66 パルティトゥーラ 牝3黒鹿52 横山 典弘 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 464± 01：33．3 3．1�
22 コートシャルマン 牝5鹿 52 横山 和生 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 468＋101：33．4� 37．1�
55 ダイワドレッサー 牝4鹿 55．5 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468－ 21：33．5クビ 6．4�
44 キャプテンペリー �4栗 57 吉田 隼人千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 486＋ 6 〃 クビ 3．5�
77 ジ ャ ッ キ ー 牡3栗 54 内田 博幸小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 482－ 21：33．71 12．8�
89 アッラサルーテ 牝4栗 55 津村 明秀吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 クビ 3．5	
88 マイネルディアベル 牡6青鹿55 宮崎 北斗 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ハシモトフアーム 474＋ 4 〃 クビ 18．9�
11 	 レッドアフレイム 牡5鹿 54 北村 宏司 
東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 442± 01：33．8
 22．5�
33 イ リ ュ ー ム 牝3青鹿50 松若 風馬水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 422± 01：34．22
 56．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 40，857，100円 複勝： 47，702，700円 枠連： 16，677，800円
馬連： 98，382，900円 馬単： 52，112，300円 ワイド： 46，133，100円
3連複： 114，987，500円 3連単： 235，520，100円 計： 652，373，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 700円 � 210円 枠 連（2－6） 7，290円

馬 連 �� 6，080円 馬 単 �� 8，720円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 490円 �� 3，170円

3 連 複 ��� 14，230円 3 連 単 ��� 75，720円

票 数

単勝票数 計 408571 的中 � 103208（1番人気）
複勝票数 計 477027 的中 � 101250（3番人気）� 12902（8番人気）� 59186（4番人気）
枠連票数 計 166778 的中 （2－6） 1773（17番人気）
馬連票数 計 983829 的中 �� 12530（18番人気）
馬単票数 計 521123 的中 �� 4482（29番人気）
ワイド票数 計 461331 的中 �� 8234（17番人気）�� 26283（6番人気）�� 3525（29番人気）
3連複票数 計1149875 的中 ��� 6057（38番人気）
3連単票数 計2355201 的中 ��� 2255（187番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．4―47．3―59．1―1：10．7―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

パルティトゥーラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．29 東京1着

2014．2．2生 牝3黒鹿 母 フォルテピアノ 母母 キョウエイフォルテ 5戦3勝 賞金 32，624，000円

25022 9月10日 晴 良 （29中山4）第2日 第10競走 ��
��1，200�ながつきステークス

発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，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

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
1：08．7
1：08．7

重
重

815 ウインオスカー 牡4鹿 57 菱田 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 B506－ 41：11．0 2．2�
714 グラスエトワール 牝5鹿 55 丹内 祐次伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 492± 01：11．1� 18．8�
36 	 インディーズゲーム 牡9鹿 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 468－ 21：11．42 206．2�
48 ディープミタカ 牡6栗 57 津村 明秀深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 21：11．5クビ 13．6�
11 クワドループル 牡5黒鹿57 蛯名 正義 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 496± 0 〃 ハナ 43．6�
612 ア ト ラ ン タ 牡5鹿 57 武士沢友治桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 542－ 61：11．6
 5．0	
35 ヒカリマサムネ 牡7栗 57 江田 照男�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 464± 0 〃 ハナ 20．9

611 ウィッシュハピネス 牝5青鹿55 三浦 皇成前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－12 〃 ハナ 30．9�
12 � ノボリクリーン 牡5青鹿57 水口 優也原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 476＋ 2 〃 クビ 20．2�
816 リバーソウル 牡6黒鹿57 柴田 善臣林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 462－10 〃 ハナ 54．9
59 ハングリーベン 牡3鹿 55 北村 宏司石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 442＋111：11．7クビ 19．4�
47 ナイトフォックス 牡5鹿 57 丸田 恭介石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 21：11．8
 34．3�
713� フレンドスイート 牝6鹿 55 丸山 元気横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 464± 0 〃 クビ 105．5�
510� スズカアーサー 牡8鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 502＋ 6 〃 アタマ 118．9�
23 ヨウライフク �5栗 57 吉田 隼人小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 B500± 01：12．33 24．9�
24 	 エルフィンコーブ 牝4鹿 55 松山 弘平吉田 和子氏 池添 学 米

John David O’Far-
rell & J. Michael
O’Farrell, Jr.

518＋141：12．72
 5．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 53，925，500円 複勝： 72，251，500円 枠連： 40，238，000円
馬連： 173，435，700円 馬単： 77，622，900円 ワイド： 86，249，700円
3連複： 229，222，800円 3連単： 325，513，900円 計： 1，058，460，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 400円 � 4，200円 枠 連（7－8） 1，380円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 740円 �� 9，900円 �� 49，350円

3 連 複 ��� 203，450円 3 連 単 ��� 514，150円

票 数

単勝票数 計 539255 的中 � 189648（1番人気）
複勝票数 計 722515 的中 � 232013（1番人気）� 37036（6番人気）� 2916（16番人気）
枠連票数 計 402380 的中 （7－8） 22460（6番人気）
馬連票数 計1734357 的中 �� 79705（5番人気）
馬単票数 計 776229 的中 �� 23214（6番人気）
ワイド票数 計 862497 的中 �� 32098（6番人気）�� 2177（78番人気）�� 434（116番人気）
3連複票数 計2292228 的中 ��� 845（300番人気）
3連単票数 計3255139 的中 ��� 459（1043番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．3―11．9―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．7―45．6―57．9

コーナー
通過順位

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

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4鹿 母 グローリサンディ 母母 ダイヤターン 19戦5勝 賞金 92，084，000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。
（非当選馬） 4頭 サーティグランド号・ヒカリブランデー号・メイショウカノン号・モルジアナ号

１レース目 ３レース目



25023 9月10日 晴 良 （29中山4）第2日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第62回京成杯オータムハンデキャップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，28．9．10以降29．9．3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

京成電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

36 グランシルク 牡5鹿 56 田辺 裕信 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 504± 01：31．6 3．0�
23 ガリバルディ 牡6鹿 57 北村 宏司 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 504± 01：31．91� 28．5�
713 ダノンリバティ 牡5鹿 56 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 524－ 2 〃 クビ 13．7�
35 マルターズアポジー 牡5鹿 58 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 528± 01：32．21� 4．5�
612 トーセンデューク 牡6鹿 55 三浦 皇成島川 	哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 452＋ 21：32．3� 25．4

611 アスカビレン 牝5鹿 54 松田 大作神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 464－ 2 〃 クビ 19．3�
11 ダイワリベラル 牡6黒鹿56 津村 明秀大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B510－141：32．4� 42．9�
815 ロサギガンティア 牡6青 57 杉原 誠人 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 526－ 81：32．5クビ 95．8
714 ミッキージョイ 牡5鹿 55 内田 博幸野田みづき氏 萩原 清 新ひだか 矢野牧場 506＋ 61：32．6� 20．1�
24 オールザゴー 牡3鹿 53 坂井 瑠星 �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 482＋ 41：32．7� 51．9�
12 ボンセルヴィーソ 牡3栗 54 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 462± 0 〃 アタマ 6．9�
48 ブラックスピネル 牡4黒鹿57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 506＋ 61：33．01� 8．4�
47 ウインフルブルーム 牡6栗 57 松岡 正海�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 518＋ 41：33．1� 26．1�
59 ウキヨノカゼ 牝7黒鹿55 横山 典弘國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 480－ 81：33．73� 13．4�
816 マイネルアウラート 牡6黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 2 〃 クビ 32．1�
（15頭）

510 ダノンプラチナ 牡5芦 58 蛯名 正義�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 189，109，200円 複勝： 262，434，600円 枠連： 149，837，700円 馬連： 692，664，500円 馬単： 281，403，500円
ワイド： 331，881，300円 3連複： 1，133，625，500円 3連単： 1，736，619，700円 5重勝： 499，232，200円 計： 5，276，808，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 630円 � 300円 枠 連（2－3） 1，970円

馬 連 �� 4，050円 馬 単 �� 6，460円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 590円 �� 4，830円

3 連 複 ��� 13，920円 3 連 単 ��� 68，880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����� 40，180円

票 数

単勝票数 差引計1891092（返還計 92） 的中 � 493100（1番人気）
複勝票数 差引計2624346（返還計 511） 的中 � 710959（1番人気）� 78885（12番人気）� 190856（5番人気）
枠連票数 差引計1498377（返還計 13） 的中 （2－3） 58917（8番人気）
馬連票数 差引計6926645（返還計 1711） 的中 �� 132491（13番人気）
馬単票数 差引計2814035（返還計 678） 的中 �� 32626（20番人気）
ワイド票数 差引計3318813（返還計 876） 的中 �� 63851（14番人気）�� 154357（4番人気）�� 16759（56番人気）
3連複票数 差引計11336255（返還計 4379） 的中 ��� 61065（46番人気）
3連単票数 差引計17366197（返還計 7424） 的中 ��� 18277（224番人気）
5重勝票数 差引計4992322（返還計 0 ） 的中 ����� 8697

ハロンタイム 12．5―10．9―11．2―11．2―11．3―11．5―11．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．6―45．8―57．1―1：08．6―1：20．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

グランシルク �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Dynaformer デビュー 2014．11．24 東京2着

2012．4．8生 牡5鹿 母 ル シ ル ク 母母 Queue 22戦5勝 賞金 204，378，000円
〔出走取消〕 ダノンプラチナ号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
〔制裁〕 グランシルク号の騎手田辺裕信は，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30，000円。（被害馬：15番・7

番）
ダノンリバティ号の騎手松若風馬は，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30，000円。（被害馬：15番・7
番）

※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 ノットフォーマル号

25024 9月10日 晴 良 （29中山4）第2日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時25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 チュラカーギー 牝4栗 55 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：10．8 2．7�
713 プリンセスロック 牝5鹿 55 北村 宏司吉田 和美氏 大和田 成 浦河 浦河育成牧場 480＋ 81：11．12 22．7�
714 シ ェ ア ー ド 牡4鹿 57 柴田 大知伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 478＋ 2 〃 ハナ 6．3�
47 タッチシタイ 牡7栗 57 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 498＋ 41：11．41� 121．1�
11 ダ ウ ト レ ス �6鹿 57 江田 照男�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510＋ 41：11．5� 103．7	
48 タケルラグーン 牡5鹿 57 勝浦 正樹森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 492＋ 81：11．71	 23．1

24 タイセイラルーナ 牝4栗 55

52 ▲野中悠太郎田中 成奉氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 482＋ 4 〃 アタマ 125．4�
510 タマモシルクハット 牡4黒鹿 57

54 ▲武藤 雅タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 464± 01：11．8クビ 43．2�
12 
 コパノディール 牝4黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子小林 照弘氏 尾形 充弘 むかわ 市川牧場 444＋ 2 〃 クビ 23．8
816 ケンコンイッテキ 牡4青鹿57 三浦 皇成 �CHEVAL AT-

TACHE 田島 俊明 新冠 ハシモトフアーム 500－ 61：11．9� 5．1�
35 メイショウタラチネ 牝5黒鹿55 丸田 恭介松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 B470＋ 41：12．0クビ 21．9�
59 アフターバーナー 牡3鹿 55 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B512＋ 21：12．1� 6．8�
611 サ ル タ ー ト 牝3栗 53 菱田 裕二 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 444－ 4 〃 クビ 96．6�
815 ヒカルランナー 牡8鹿 57

54 ▲菊沢 一樹安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 510－ 81：12．63 323．0�
36 レ ン レ ン 牝3栗 53

50 ▲横山 武史石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 454± 01：12．7� 53．8�
612 アシャカセルクル 牡3黒鹿55 吉田 隼人吉冨 学氏 小笠 倫弘 日高 豊洋牧場 500－ 21：13．01� 7．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 96，386，400円 複勝： 126，673，800円 枠連： 58，517，700円
馬連： 246，428，600円 馬単： 104，835，600円 ワイド： 140，067，600円
3連複： 336，497，600円 3連単： 496，100，900円 計： 1，605，508，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 390円 � 210円 枠 連（2－7） 670円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 890円 �� 430円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 4，540円 3 連 単 ��� 19，780円

票 数

単勝票数 計 963864 的中 � 279661（1番人気）
複勝票数 計1266738 的中 � 290605（1番人気）� 65009（8番人気）� 154755（3番人気）
枠連票数 計 585177 的中 （2－7） 67024（1番人気）
馬連票数 計2464286 的中 �� 78208（9番人気）
馬単票数 計1048356 的中 �� 22080（13番人気）
ワイド票数 計1400676 的中 �� 39225（10番人気）�� 91314（2番人気）�� 22974（14番人気）
3連複票数 計3364976 的中 ��� 55487（10番人気）
3連単票数 計4961009 的中 ��� 18177（51番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―12．1―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．8―45．9―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チュラカーギー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2015．12．5 中山2着

2013．1．31生 牝4栗 母 キッズスター 母母 Dart Star 11戦4勝 賞金 50，961，000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 ソルプレーサ号

５レース目



（29中山4）第2日 9月10日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

255，970，000円
21，240，000円
1，630，000円
30，150，000円
68，404，000円
4，675，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
644，553，000円
952，905，700円
418，358，100円
1，810，492，400円
819，087，600円
958，174，400円
2，600，217，700円
3，914，782，800円
499，232，200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
5 重 勝
計 12，617，803，900円

総入場人員 25，973名 （有料入場人員 23，126名）
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