
25085 9月28日 晴 良 （1中山4） 第8日 第1競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時10分 （ダート・右）
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

611 ロジウインド 牡2黒鹿54 丸山 元気久米田正明氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：13．0 39．5�
59 グレートコート 牡2芦 54

51 ▲小林 凌大伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 438－ 2 〃 クビ 12．6�
714 ダ ウ ラ ギ リ 牡2芦 54 石橋 脩 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 478－ 21：13．1� 1．4�
47 マイネルワルツ 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 41：13．2� 40．0�
612 クィーンアドバンス 牝2青 54 北村 宏司柳内 正基氏 勢司 和浩 日高 沖田牧場 456－ 2 〃 ハナ 8．6	
35 ロードオブイサチル 牝2黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 静内酒井牧場 B472＋ 21：13．41� 19．8

12 アルトゥーロ 牡2黒鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 416－ 21：13．5クビ 135．8�
36 クリノファイヤー 牝2栗 54 江田 照男栗本 博晴氏 本間 忍 日高 浦新 徳司 462－ 4 〃 ハナ 32．9�
510	 レイクマッジョーレ 牡2鹿 54 木幡 巧也ゴドルフィン 土田 稔 愛 Lismacue Mare

Syndicate 478＋141：13．81� 30．4
24 エコロウィング 牡2栗 54

51 ▲藤田菜七子原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 畠山牧場 442± 01：13．9� 36．9�
11 ルミナスナイト 牝2栗 54

53 ☆菊沢 一樹岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド B500＋261：14．85 141．8�
23 メモワールミノル 牡2芦 54 三浦 皇成吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 458± 01：15．43� 29．6�
816 ノンリミット 牝2鹿 54 勝浦 正樹髙橋 信博氏 高橋 義博 登別 登別上水牧場 464－ 41：15．5� 13．1�
713 トーアテンソンシ 牡2栗 54 武士沢友治高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 442＋ 21：15．6
 148．3�
815 キリシマスカイ 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士土屋 君春氏 的場 均 宮崎 土屋牧場 418－ 61：16．66 556．0�
48 サノノファンタジー 牝2芦 54 伴 啓太佐野 信幸氏 堀井 雅広 新ひだか 荒木 貴宏 458＋141：17．55 433．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，697，300円 複勝： 132，308，700円 枠連： 15，174，400円
馬連： 65，141，400円 馬単： 34，993，700円 ワイド： 56，441，600円
3連複： 100，661，400円 3連単： 133，279，500円 計： 574，698，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，950円 複 勝 � 590円 � 170円 � 110円 枠 連（5－6） 2，300円

馬 連 �� 19，790円 馬 単 �� 43，450円

ワ イ ド �� 3，950円 �� 1，050円 �� 280円

3 連 複 ��� 7，370円 3 連 単 ��� 135，520円

票 数

単勝票数 計 366973 的中 � 7875（10番人気）
複勝票数 計1323087 的中 � 13226（11番人気）� 67946（2番人気）� 988170（1番人気）
枠連票数 計 151744 的中 （5－6） 5113（7番人気）
馬連票数 計 651414 的中 �� 2550（43番人気）
馬単票数 計 349937 的中 �� 604（79番人気）
ワイド票数 計 564416 的中 �� 3254（40番人気）�� 12975（11番人気）�� 59569（1番人気）
3連複票数 計1006614 的中 ��� 10239（26番人気）
3連単票数 計1332795 的中 ��� 713（320番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．9―12．3―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．7―47．0―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロジウインド �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．7．28 新潟14着

2017．2．26生 牡2黒鹿 母 ロジプリンセス 母母 ペンカナプリンセス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サノノファンタジー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月28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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハディア号
（非抽選馬） 5頭 イズジョールーラー号・コスモピオニール号・シゲルテンノウセイ号・ジュンセイコー号・セイウンハテンコウ号

25086 9月28日 晴 良 （1中山4） 第8日 第2競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走10時40分 （芝・右）
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
1：59．6
1：59．6

良
良

58 ア マ ゾ ー ヌ 牝2黒鹿54 大野 拓弥 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 山際牧場 464± 02：00．1 14．6�
713 アンティシペイト 牡2鹿 54 戸崎 圭太�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 486＋ 62：00．52� 5．4�
46 ブリジャール 牡2鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 494± 02：01．03 1．7�
22 ウインランウェイ 牡2鹿 54 内田 博幸�ウイン 金成 貴史 浦河 鎌田 正嗣 424－ 4 〃 クビ 46．8�
23 アピテソーロ 牡2青鹿 54

53 ☆横山 武史了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 安平 追分ファーム 484－ 22：01．1クビ 19．3	

11 リトルマンマミーア 牝2鹿 54
51 ▲藤田菜七子小林 善一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452＋10 〃 ハナ 18．4


610 ナスノフォルテ 牝2黒鹿54 三浦 皇成�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 466－ 62：01．31� 8．2�

59 バトーブラン 牝2芦 54 木幡 巧也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 22：01．4� 225．6

47 コスモギンガ 牝2芦 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 日高 出口牧場 454＋ 42：01．61� 220．5�
712 スキルショット 牡2鹿 54 丸田 恭介横田 恵子氏 加藤士津八 新ひだか 今 牧場 474± 02：02．66 176．8�
814 コスモフラッター 牡2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 22：02．91	 483．4�
611 フィジーマジック 牡2鹿 54 津村 明秀 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 434＋ 42：03．11� 565．2�
35 サクラジマテソーロ 牡2鹿 54

51 ▲菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 新ひだか チャンピオンズファーム B444－ 22：03．63 36．4�

34 アッカレッツァーレ 牡2鹿 54
53 ☆野中悠太郎山口 裕介氏 黒岩 陽一 新ひだか 千代田牧場 474＋ 2 〃 クビ 82．1�

815 ア ベ ル ゴ ー 牡2鹿 54 北村 宏司臼井義太郎氏 畠山 吉宏 平取 二風谷ファーム 494± 0 （競走中止） 23．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 45，222，700円 複勝： 84，483，700円 枠連： 13，660，900円
馬連： 65，181，300円 馬単： 34，954，200円 ワイド： 54，276，400円
3連複： 96，624，300円 3連単： 126，857，000円 計： 521，260，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 200円 � 130円 � 110円 枠 連（5－7） 2，650円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 6，430円

ワ イ ド �� 680円 �� 320円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 14，220円

票 数

単勝票数 計 452227 的中 � 26033（4番人気）
複勝票数 計 844837 的中 � 51862（4番人気）� 108955（2番人気）� 449501（1番人気）
枠連票数 計 136609 的中 （5－7） 3988（9番人気）
馬連票数 計 651813 的中 �� 18464（8番人気）
馬単票数 計 349542 的中 �� 4073（21番人気）
ワイド票数 計 542764 的中 �� 17009（8番人気）�� 42604（3番人気）�� 81631（1番人気）
3連複票数 計 966243 的中 ��� 65189（2番人気）
3連単票数 計1268570 的中 ��� 6465（43番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．9―12．1―12．9―12．4―12．1―11．5―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．1―36．0―48．1―1：01．0―1：13．4―1：25．5―1：37．0―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア マ ゾ ー ヌ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Cozzene デビュー 2019．8．4 新潟5着

2017．3．10生 牝2黒鹿 母 ノーモアクライ 母母 Rain Symphony 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔競走中止〕 アベルゴー号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱断裂〕を発症したため4コーナーで競走中止。

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８日



25087 9月28日 晴 良 （1中山4） 第8日 第3競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走11時10分 （芝・右・外）
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
1：07．8
1：07．8

良
良

816 キャンディフロス 牝2芦 54 M．デムーロ �シルクレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 452 ―1：09．7 1．9�
815 ク サ ヒ バ リ 牝2黒鹿 54

51 ▲菅原 明良�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 424 ―1：09．91� 10．9�

23 サントマリー 牝2栗 54
52 △木幡 育也岡田 牧雄氏 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 446 ― 〃 クビ 140．0�

12 スウィートメリナ 牝2栗 54
53 ☆野中悠太郎岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 高岸 順一 424 ― 〃 ハナ 20．1�

611 エレガンテレイナ 牝2鹿 54 大野 拓弥 	グリーンファーム高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 422 ―1：10．11 7．9

35 スパークジョイ 牝2芦 54 吉田 豊西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 448 ― 〃 クビ 13．1�
713 ユールファーナ 牝2黒鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432 ―1：10．2� 5．4�
47 ブ ル ー パ ー 牝2青鹿54 嘉藤 貴行小林 祐一氏 青木 孝文 新ひだか 千代田牧場 466 ―1：10．41� 28．2
11 コスモトップガン 牡2黒鹿54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 日高 川島 正広 472 ― 〃 クビ 51．0�
36 ルーティンベル 牡2鹿 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 粕谷 昌央 新ひだか 松田牧場 464 ―1：10．61� 90．6�
48 ノ ヘ ア 牝2芦 54 北村 宏司山住 勲氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 422 ―1：10．7クビ 49．7�
59 ナススイート 牡2青 54 勝浦 正樹小山田兼敏氏 田島 俊明 新冠 オリエント牧場 440 ―1：10．8	 216．4�
510 ゼンダンロマン 牡2芦 54 横山 和生渡邊 善男氏 藤原 辰雄 青森 有限会社

ラークヒルズ 456 ―1：11．01� 112．4�
714 トーセンウエーブ 牡2黒鹿54 西田雄一郎島川 �哉氏 松永 康利 日高 有限会社 エ

スティファーム 428 ―1：11．31� 191．3�
612 メイショウサソリザ 牝2黒鹿54 柴田 善臣松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 本巣 敦 408 ― 〃 ハナ 76．6�
24 エバーバリュー 牝2黒鹿54 内田 博幸宇田 豊氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 390 ―1：11．72� 91．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，727，300円 複勝： 40，489，000円 枠連： 18，542，700円
馬連： 55，074，300円 馬単： 26，758，000円 ワイド： 40，683，000円
3連複： 72，035，200円 3連単： 87，092，500円 計： 378，402，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 140円 � 210円 � 2，070円 枠 連（8－8） 990円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 450円 �� 4，840円 �� 12，310円

3 連 複 ��� 36，920円 3 連 単 ��� 88，680円

票 数

単勝票数 計 377273 的中 � 166111（1番人気）
複勝票数 計 404890 的中 � 105353（1番人気）� 47636（3番人気）� 3322（14番人気）
枠連票数 計 185427 的中 （8－8） 14409（4番人気）
馬連票数 計 550743 的中 �� 42545（3番人気）
馬単票数 計 267580 的中 �� 14640（3番人気）
ワイド票数 計 406830 的中 �� 25835（3番人気）�� 2048（43番人気）�� 798（80番人気）
3連複票数 計 720352 的中 ��� 1463（95番人気）
3連単票数 計 870925 的中 ��� 712（248番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．8―11．6―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．9―46．5―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．8
3 ・（3，16）5，6（1，15，11）9，13（2，8，7）（10，14）4，12 4 ・（3，16）－5，6（15，11）1（9，13）2，7（8，14）10，12，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キャンディフロス �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード 初出走

2017．5．5生 牝2芦 母 ミオリチャン 母母 ミスアルダント 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14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 オメガデラックス号・カルテベイビー号・クラップクラップ号・ゴーイングヒーロー号・ジャストチョウサン号・

スズノヤマト号・ダイワリチャード号・ハルノマリーナ号・ハンデンラファール号・ホルダンモル号・
マイネルアルモニコ号・リチェルカータ号・レディインレッド号・ワキノフオルテ号

25088 9月28日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （1中山4） 第8日 第4競走 ��2，880�障害3歳以上未勝利

発走11時40分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：10．2良・良

33 � ホリデーモード �4黒鹿60 伴 啓太下河辺隆行氏 矢野 英一 米 Shimok-
obe Farm 482－ 83：11．2 12．9�

710 スリーミュージアム 牡6鹿 60 伊藤 工真永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 436＋ 23：11．52 2．7�
22 ユイノシンドバッド 牡4青鹿60 大江原 圭由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 504－ 43：11．92� 5．0�
79 ジョーカーワイルド 牡4鹿 60 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 516－ 83：12．0� 83．8�
811 シングルアップ 牡3鹿 58 森 一馬 �シルクレーシング 寺島 良 平取 坂東牧場 524± 03：12．1	 10．9	
812 ロ ス カ ボ ス �6黒鹿60 上野 翔吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 494＋ 43：12．52� 31．2

56 � ストレイライトラン 牡4黒鹿60 五十嵐雄祐 �ローレルレーシング 堀井 雅広 米 Jim Fitzgerald &

Katie Fitzgerald 490＋123：12．82 4．5�
11 ブレイヴバローズ 牡5黒鹿60 西谷 誠猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 476－ 43：13．54 7．1�
44 クールエイジア 牡7鹿 60 山本 康志�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 470－ 83：13．92� 15．3
68 ハギノフロンティア 牡4栗 60 熊沢 重文日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 526± 03：15．510 22．4�
67 � ヴォルパンテール 牝4黒鹿58 蓑島 靖典 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

486＋ 83：18．0大差 297．2�
55 ストロングヘヴン �3青 58 石神 深一天堀 忠博氏 松永 康利 日高 門別 敏朗 528＋103：18．74 120．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，158，100円 複勝： 29，172，500円 枠連： 11，490，300円
馬連： 44，764，800円 馬単： 21，881，800円 ワイド： 31，471，800円
3連複： 64，373，100円 3連単： 84，078，100円 計： 313，390，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 240円 � 130円 � 160円 枠 連（3－7） 1，720円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 540円 �� 710円 �� 270円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 15，060円

票 数

単勝票数 計 261581 的中 � 16188（6番人気）
複勝票数 計 291725 的中 � 23903（5番人気）� 74046（1番人気）� 45330（3番人気）
枠連票数 計 114903 的中 （3－7） 5164（6番人気）
馬連票数 計 447648 的中 �� 21767（5番人気）
馬単票数 計 218818 的中 �� 4768（10番人気）
ワイド票数 計 314718 的中 �� 14096（5番人気）�� 10343（9番人気）�� 33583（1番人気）
3連複票数 計 643731 的中 ��� 22740（5番人気）
3連単票数 計 840781 的中 ��� 4045（40番人気）
上り 1マイル 1：50．3 4F 54．6－3F 41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→�」
1
�
11＝1＝6，10，2，3－（8，12）－4－9＝7＝5
11＝1（6，3）－2，10－12－（4，9）－8＝7＝5

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

勝馬の
紹 介

�ホリデーモード �
�
父 Point of Entry �

�
母父 Harlan’s Holiday デビュー 2017．12．16 中山2着

2015．4．2生 �4黒鹿 母 Ski Holiday 母母 Winter Morning 障害：3戦1勝 賞金 9，000，000円

追 加 記 事（第 4回中山競馬第 6日第 1競走）
〔その他〕　　サイドストーリー号は，競走中に疾病〔右第１趾節種子骨々折〕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。



25089 9月28日 晴 良 （1中山4） 第8日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時30分 （芝・右・外）

牝；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

11 カインドリー 牝2黒鹿54 石橋 脩 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 442 ―1：35．7 15．6�

611 リーディングパート 牝2鹿 54 津村 明秀 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 416 ―1：35．8� 17．0�
35 レッドラルジュ 牝2黒鹿54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 472 ―1：35．9� 2．7�
59 ディアコニア 牝2青鹿54 内田 博幸 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 452 ― 〃 クビ 4．6�
47 ス リ ジ エ 牝2鹿 54 M．デムーロ�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 470 ―1：36．0� 4．2	
36 シャクライス 牝2鹿 54 勝浦 正樹 Him Rock Racing

ホールディングス� 上原 博之 日高 北田 剛 402 ― 〃 クビ 98．1

713 シークレットローザ 牝2鹿 54 三浦 皇成二木 英実氏 田村 康仁 平取 清水牧場 458 ―1：36．1� 81．9�
815 ポ レ ー ナ 牝2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 396 ―1：36．73� 192．6�
612 フィリーズフェスタ 牝2鹿 54 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 新ひだか 増本牧場 486 ―1：37．33� 237．3
48 プ ロ ン タ ン 牝2栗 54 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 458 ― 〃 ハナ 72．4�
714 ク ー レ ク ー 牝2栗 54 大野 拓弥程田 真司氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 460 ―1：37．83 46．7�
12 タッシーアレッタ 牝2鹿 54

53 ☆横山 武史吉岡 輝美氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 424 ―1：38．54 9．9�
510 レイワシンセカイ 牝2青鹿54 丸田 恭介藤田 好紀氏 林 徹 浦河 帰山 清貴 486 ―1：38．71� 48．8�
816 アルソリート 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅 Viridian Keiba Club 久保田貴士 洞�湖 レイクヴィラファーム 484 ―1：38．91� 26．5�
23 ワ レ モ コ ウ 牝2青 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 ビッグレッドファーム 468 ―1：39．54 41．7�
24 コトブキノニ 牝2鹿 54

52 △木幡 育也江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 470 ―1：39．6クビ 242．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，121，800円 複勝： 46，567，200円 枠連： 16，788，300円
馬連： 61，557，200円 馬単： 29，156，100円 ワイド： 47，609，800円
3連複： 83，249，200円 3連単： 97，912，300円 計： 426，961，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 340円 � 320円 � 150円 枠 連（1－6） 3，400円

馬 連 �� 10，300円 馬 単 �� 19，130円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 940円 �� 780円

3 連 複 ��� 9，580円 3 連 単 ��� 87，740円

票 数

単勝票数 計 441218 的中 � 23986（5番人気）
複勝票数 計 465672 的中 � 29844（6番人気）� 31709（5番人気）� 109772（1番人気）
枠連票数 計 167883 的中 （1－6） 3819（13番人気）
馬連票数 計 615572 的中 �� 4631（30番人気）
馬単票数 計 291561 的中 �� 1143（56番人気）
ワイド票数 計 476098 的中 �� 4768（27番人気）�� 13197（8番人気）�� 16210（6番人気）
3連複票数 計 832492 的中 ��� 6516（28番人気）
3連単票数 計 979123 的中 ��� 809（247番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．6―12．5―12．1―11．6―11．4―11．5

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

カインドリー �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

2017．4．10生 牝2黒鹿 母 ダイワパッション 母母 サンルージュ 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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 イザラ号・カゼニノッテ号・コバルトスカイ号・シラカワカツコ号・スピードオブラブ号・ダイユウローズ号

25090 9月28日 晴 良 （1中山4） 第8日 第6競走 ��2，400�3歳以上1勝クラス
発走13時00分 （ダート・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
2：28．8
2：28．6

重
不良

78 イルジオーネ 牝3鹿 52
51 ☆武藤 雅 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 496＋ 42：35．7 9．2�

66 � ワンダーラジャ 牡5栗 57 戸崎 圭太山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 504－ 2 〃 クビ 1．8�
810 カ マ ク ラ 牝6黒鹿55 三浦 皇成市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 466± 02：35．8クビ 14．2�
77 アポロプリンセス 牝4栗 55 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新冠 山岡ファーム B496＋ 42：35．9� 19．4�
11 ミラクルユニバンス 牡6栗 57

54 ▲服部 寿希亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 446－ 6 〃 クビ 27．9	
22 ヨ シ ヒ コ 牡5黒鹿57 江田 照男菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B486－ 22：36．32� 9．1

89 ロダルキラー 牡3栗 54 M．デムーロディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 三石川上牧場 510＋ 42：37．25 4．0�
33 ディライトラッシュ 牡5鹿 57

54 ▲菅原 明良 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 B502＋ 4 〃 ハナ 68．6�

55 リキサンゴルト 牡4鹿 57 内田 博幸 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 494＋ 42：38．37 124．2
44 ロビンズソング 	4黒鹿57 丸山 元気吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B524－ 2 （競走中止） 13．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 36，057，000円 複勝： 46，726，600円 枠連： 12，700，000円
馬連： 62，624，000円 馬単： 33，640，400円 ワイド： 44，925，800円
3連複： 81，757，200円 3連単： 138，369，800円 計： 456，800，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 210円 � 110円 � 250円 枠 連（6－7） 550円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，390円 �� 470円

3 連 複 ��� 3，230円 3 連 単 ��� 19，240円

票 数

単勝票数 計 360570 的中 � 31210（4番人気）
複勝票数 計 467266 的中 � 40835（4番人気）� 186112（1番人気）� 31783（5番人気）
枠連票数 計 127000 的中 （6－7） 17630（2番人気）
馬連票数 計 626240 的中 �� 45566（3番人気）
馬単票数 計 336404 的中 �� 10190（9番人気）
ワイド票数 計 449258 的中 �� 32994（3番人気）�� 7507（17番人気）�� 25157（5番人気）
3連複票数 計 817572 的中 ��� 18943（12番人気）
3連単票数 計1383698 的中 ��� 5212（72番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―13．2―13．3―13．2―13．6―13．5―12．8―12．1―12．6―13．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．2―38．4―51．7―1：04．9―1：18．5―1：32．0―1：44．8―1：56．9―2：09．5―2：22．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イルジオーネ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．6．24 東京6着

2016．1．21生 牝3鹿 母 ネオイリュージョン 母母 マ ン フ ァ ス 6戦2勝 賞金 13，500，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走中止〕 ロビンズソング号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため決勝線手前で競走中止。



25091 9月28日 晴 良 （1中山4） 第8日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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
1：47．6

重
重

711 グ ロ グ ラ ン 牝4栗 55 武士沢友治藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 476－ 41：51．9 20．1�
11 バンブトンハート 牝3青鹿52 田中 勝春樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 494＋ 21：52．85 6．0�
22 ドゥエルメス 牝3黒鹿52 勝浦 正樹大塚 亮一氏 畠山 吉宏 新冠 アサヒ牧場 510＋ 81：53．33 158．4�
710 ププッピドゥ 牝3栗 52 北村 宏司岡 浩二氏 北出 成人 浦河 モトスファーム 492－ 21：53．61� 7．1�
69 ス ー ス ー 牝3栗 52 井上 敏樹田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 422－ 41：54．02 11．9�
57 ジェイエルノブレス 牝4鹿 55 戸崎 圭太橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 462＋161：54．1� 19．9�
44 � ラ フ ァ ー ガ 牝7青鹿55 丹内 祐次岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 498＋20 〃 クビ 429．8	
33 アルカイクスマイル 牝3青鹿 52

49 ▲菅原 明良
梅田牧場 高木 登 浦河 梅田牧場 530－ 41：54．31� 1．6�
813 シャルロッテミノル 牝3鹿 52 内田 博幸吉岡 實氏 中舘 英二 浦河 金成吉田牧場 526－ 41：54．4クビ 45．2�
45 ボンドロール 牝3鹿 52 丸山 元気ディアレストクラブ 矢野 英一 浦河 不二牧場 464± 0 〃 クビ 26．5�
56 クライベイビー 牝5栗 55

54 ☆菊沢 一樹G1レーシング 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋101：55．03� 48．6�

68 サイレントクララ 牝3黒鹿52 柴田 善臣吉田 千津氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 500＋ 21：55．42� 63．4�
812 ホ マ レ 牝4鹿 55 大野 拓弥 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 増本 良孝 458－ 61：56．25 15．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 42，068，500円 複勝： 127，083，000円 枠連： 18，860，600円
馬連： 74，501，700円 馬単： 41，772，300円 ワイド： 56，815，700円
3連複： 97，312，900円 3連単： 160，517，500円 計： 618，932，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 910円 � 520円 � 5，990円 枠 連（1－7） 1，920円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 10，530円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 18，400円 �� 7，150円

3 連 複 ��� 107，170円 3 連 単 ��� 564，920円

票 数

単勝票数 計 420685 的中 � 16719（7番人気）
複勝票数 計1270830 的中 � 36918（6番人気）� 69699（3番人気）� 5224（12番人気）
枠連票数 計 188606 的中 （1－7） 7579（7番人気）
馬連票数 計 745017 的中 �� 13793（13番人気）
馬単票数 計 417723 的中 �� 2973（28番人気）
ワイド票数 計 568157 的中 �� 12652（10番人気）�� 779（63番人気）�� 2017（49番人気）
3連複票数 計 973129 的中 ��� 681（145番人気）
3連単票数 計1605175 的中 ��� 206（719番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．0―12．3―12．3―12．8―13．2―12．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．1―48．4―1：00．7―1：13．5―1：26．7―1：39．5

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

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

勝馬の
紹 介

グ ロ グ ラ ン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Grand Slam デビュー 2017．12．2 阪神9着

2015．2．8生 牝4栗 母 シンプリーディヴァイン 母母 Fashion Editor 16戦2勝 賞金 17，400，000円

25092 9月28日 曇 良 （1中山4） 第8日 第8競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走14時00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

612 ワディアルヒタン 牝3青鹿 53
50 ▲菅原 明良平井 裕氏 田村 康仁 日高 白井牧場 442＋ 21：11．1 36．5�

36 メールデゾレ 牝3栗 53
52 ☆武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 456－ 61：11．73� 3．6�

48 ホウオウモントレー 牝3芦 53 内田 博幸小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 492－ 81：11．91� 10．8�
35 サトノユニゾン �4鹿 57 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 新ひだか グランド牧場 504＋ 81：12．0クビ 3．3�
12 ステイホット 牝3栗 53

50 ▲藤田菜七子小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 466＋ 2 〃 クビ 7．8�
815 シアトルトウショウ 牝4青鹿55 田中 勝春トウショウ産業� 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 480＋ 41：12．1クビ 7．6	
816 ブルーシューズ 牡3鹿 55 丹内 祐次田島榮二郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 458＋ 31：12．2	 85．3

11 ファムファタル 牝3鹿 53 大野 拓弥 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 浦河 絵笛牧場 486＋ 21：12．41� 12．4�
713 スマートアムール 牝5栗 55 武士沢友治大川 徹氏 粕谷 昌央 浦河 杵臼牧場 470＋ 61：12．5クビ 105．2�
59 スリーミネルバ 牝5黒鹿 55

53 △木幡 育也永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 448＋ 4 〃 クビ 183．3
714 ザベストエバー 牡5黒鹿57 三浦 皇成古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 462＋ 21：12．6クビ 9．7�
611 バットオールソー 牡4栗 57 石橋 脩久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 8 〃 ハナ 15．7�
510 クロムウェル 牡3栗 55 江田 照男�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 アサヒ牧場 430－ 61：13．02� 177．7�
47 イリスファルコン 牝5鹿 55 横山 和生菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 小島牧場 438＋ 41：13．1クビ 99．3�
24 シ キ シ マ 牡4鹿 57 原田 和真井山 登氏 小桧山 悟 浦河 大柳ファーム 510＋ 61：13．42 395．6�
23 
 キョウエイガウディ 牡5鹿 57 岩部 純二田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 B504－ 41：14．99 257．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，876，400円 複勝： 55，423，400円 枠連： 22，058，500円
馬連： 80，753，400円 馬単： 32，563，900円 ワイド： 53，250，600円
3連複： 110，251，400円 3連単： 129，343，400円 計： 522，521，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，650円 複 勝 � 920円 � 170円 � 350円 枠 連（3－6） 1，170円

馬 連 �� 8，040円 馬 単 �� 20，010円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 5，000円 �� 790円

3 連 複 ��� 20，480円 3 連 単 ��� 138，510円

票 数

単勝票数 計 388764 的中 � 8504（9番人気）
複勝票数 計 554234 的中 � 12372（9番人気）� 110176（1番人気）� 37984（8番人気）
枠連票数 計 220585 的中 （3－6） 14601（6番人気）
馬連票数 計 807534 的中 �� 7780（28番人気）
馬単票数 計 325639 的中 �� 1220（60番人気）
ワイド票数 計 532506 的中 �� 5188（29番人気）�� 2652（36番人気）�� 18321（8番人気）
3連複票数 計1102514 的中 ��� 4037（61番人気）
3連単票数 計1293434 的中 ��� 677（378番人気）

ハロンタイム 11．8―11．0―11．7―12．0―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．8―34．5―46．5―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．6
3 12，3（1，6）（2，16）7（5，14）（10，15）（4，9，11）8，13 4 12－（3，6）（1，2，16）（5，14）（10，7，15）（4，11，8）（13，9）

勝馬の
紹 介

ワディアルヒタン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．9．29 中山10着

2016．4．1生 牝3青鹿 母 ワ デ ィ ラ ム 母母 ワ デ ィ ア 6戦2勝 賞金 13，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



25093 9月28日 曇 良 （1中山4） 第8日 第9競走 ��
��1，200�カンナステークス

発走14時35分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

710 アルムブラスト 牡2鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：08．8 3．4�
33 テーオーマルクス 牡2鹿 54 石橋 脩小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 472＋ 41：08．9	 2．7�
55 メメントモリ 牝2鹿 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 458－ 2 〃 クビ 6．0�
22 アポロセイラン 牡2鹿 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 450± 01：09．0クビ 80．4�
11 コスモカッティーボ 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 81：09．21
 46．2�
68 コミカライズ 牝2青鹿54 M．デムーロ吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 444＋ 2 〃 クビ 10．2	
811 トロワマルス 牝2鹿 54 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 470＋ 81：09．41
 20．4

56 ダンシングサンダー 牡2栗 54 黛 弘人永井 秀貴氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 462＋ 81：09．5� 164．4�
79 デルマガーネット 牝2黒鹿54 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 新ひだか 藤巻 則弘 448＋ 21：09．6� 246．2�
44 テリオスヒメ 牝2鹿 54 内田 博幸鈴木美江子氏 田島 俊明 青森 今川 満良 446± 01：09．81
 10．3
812 ア ポ ロ ニ ケ 牝2鹿 54 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡野牧場 454－ 41：10．01	 15．4�
67 ビ ブ シ ョ ウ 牝2鹿 54 藤田菜七子河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 402－ 61：10．1	 83．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 60，060，400円 複勝： 70，098，600円 枠連： 18，041，900円
馬連： 99，785，900円 馬単： 45，751，700円 ワイド： 60，123，100円
3連複： 123，849，900円 3連単： 180，875，800円 計： 658，587，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 110円 � 130円 � 160円 枠 連（3－7） 560円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 230円 �� 330円 �� 310円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 4，240円

票 数

単勝票数 計 600604 的中 � 148335（2番人気）
複勝票数 計 700986 的中 � 210955（1番人気）� 140314（2番人気）� 84954（3番人気）
枠連票数 計 180419 的中 （3－7） 24811（1番人気）
馬連票数 計 997859 的中 �� 135955（1番人気）
馬単票数 計 457517 的中 �� 30739（2番人気）
ワイド票数 計 601231 的中 �� 70974（1番人気）�� 43780（3番人気）�� 48211（2番人気）
3連複票数 計1238499 的中 ��� 101133（1番人気）
3連単票数 計1808758 的中 ��� 30883（2番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．4―11．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．9―45．5―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルムブラスト �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．6．29 福島2着

2017．4．24生 牡2鹿 母 ヴァンフレーシュ 母母 ティエッチグリーン 3戦2勝 賞金 24，059，000円

25094 9月28日 曇 良 （1中山4） 第8日 第10競走 ��
��2，000�茨 城 新 聞 杯

発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

茨城新聞社賞（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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

22 ヒシヴィクトリー 牡4黒鹿57 木幡 巧也阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 482－ 81：59．3 13．4�
47 アストラサンタン 牝4青鹿55 三浦 皇成丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 466＋ 21：59．51� 13．4�
34 コスモカレンドゥラ 牡3栗 54 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 4 〃 ハナ 5．3�
11 トゥーフラッシー 牝3鹿 52 内田 博幸西森 功氏 高市 圭二 新ひだか グローリーファーム 462± 01：59．6	 35．8�
35 レッドサイオン 牡3鹿 54 丸山 元気 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 470＋101：59．7
 4．5	
58 � トーセンスーリヤ 牡4栗 57 柴田 善臣島川 
哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 470± 01：59．8	 16．3�
815 ミッキーバード 牡4鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 522＋ 6 〃 ハナ 6．9�
713 キューンハイト 牝5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 22：00．01 86．1
59 モンテグロッソ 牡4青鹿57 M．デムーロゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－ 22：00．1
 5．3�
611 ケルフロイデ 牡6鹿 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492－ 42：00．2	 48．2�
610 オスカールビー 牝4鹿 55 武藤 雅森 保彦氏 矢作 芳人 日高 チャンピオン

ズファーム 506＋ 42：00．41 20．3�
46 チャロネグロ 牡5黒鹿57 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B502± 02：00．61
 16．4�

814 ダイワギャバン 牡4鹿 57 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 480＋ 42：00．91
 7．8�
712 ウインオルビット 牡4鹿 57 黛 弘人�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B486± 02：01．32
 472．5�
23 スワンボート 牡9鹿 57 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 オンワード牧場 482－ 22：02．47 520．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 58，838，300円 複勝： 91，723，900円 枠連： 43，802，100円
馬連： 157，461，500円 馬単： 58，123，500円 ワイド： 97，605，800円
3連複： 221，473，800円 3連単： 242，500，800円 計： 971，529，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 340円 � 390円 � 240円 枠 連（2－4） 3，990円

馬 連 �� 6，010円 馬 単 �� 12，590円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 1，360円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 13，510円 3 連 単 ��� 97，080円

票 数

単勝票数 計 588383 的中 � 35056（6番人気）
複勝票数 計 917239 的中 � 68917（6番人気）� 58367（8番人気）� 108456（3番人気）
枠連票数 計 438021 的中 （2－4） 8496（14番人気）
馬連票数 計1574615 的中 �� 20286（29番人気）
馬単票数 計 581235 的中 �� 3462（59番人気）
ワイド票数 計 976058 的中 �� 12987（30番人気）�� 18552（17番人気）�� 16365（22番人気）
3連複票数 計2214738 的中 ��� 12290（55番人気）
3連単票数 計2425008 的中 ��� 1811（393番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．6―11．8―12．7―11．9―12．0―11．7―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―36．1―47．9―1：00．6―1：12．5―1：24．5―1：36．2―1：47．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒシヴィクトリー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Touch Gold デビュー 2018．1．7 中山7着

2015．4．20生 牡4黒鹿 母 ヒシワンスモア 母母 Hishi Natalie 13戦3勝 賞金 46，771，000円



25095 9月28日 曇 良 （1中山4） 第8日 第11競走 ��
��1，600�

しゅうふう

秋風ステークス
発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

33 モ ア ナ 牝5青鹿55 戸崎 圭太吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：32．9 2．6�
11 ルガールカルム 牝3鹿 53 三浦 皇成 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 466＋101：33．21� 4．4�
22 エクレアスパークル 牡5青鹿57 M．デムーロ李 柱坤氏 大和田 成 安平 ノーザンファーム 474－ 21：33．3	 5．9�
44 チャンピオンルパン 牡8鹿 57 横山 和生坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 498＋ 4 〃 クビ 121．5�
55 
 ヴァッシュモン 牡3鹿 55 大野 拓弥山口功一郎氏 栗田 徹 英 Gestut Hof

Ittlingen 464＋ 4 〃 ハナ 9．3�
79 ワールドヘリテージ 牡4鹿 57 横山 典弘谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 452－ 4 〃 アタマ 20．4	
710 レッドレグナント 牝4鹿 55 丸山 元気 
東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 478± 01：33．4クビ 18．5�
811 レジーナドーロ 牝4栗 55 石橋 脩
G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 452－ 6 〃 ハナ 8．2�
68 エルプシャフト 牡6青鹿57 内田 博幸 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 450－ 81：33．61� 40．5
56 テ ン ク ウ 牡4黒鹿57 丸田 恭介井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 454－ 2 〃 クビ 146．5�
812 ファミーユボヌール 牝5黒鹿55 津村 明秀原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 462－101：33．7	 174．6�
67 ジョーアラビカ 牡5芦 57 北村 宏司上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 500± 0 〃 クビ 9．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 93，221，000円 複勝： 105，369，500円 枠連： 42，517，800円
馬連： 240，734，000円 馬単： 94，326，900円 ワイド： 124，398，400円
3連複： 333，705，700円 3連単： 478，825，500円 計： 1，513，098，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 150円 � 180円 枠 連（1－3） 700円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 260円 �� 370円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 4，720円

票 数

単勝票数 計 932210 的中 � 276755（1番人気）
複勝票数 計1053695 的中 � 264425（1番人気）� 174286（2番人気）� 122080（4番人気）
枠連票数 計 425178 的中 （1－3） 46683（1番人気）
馬連票数 計2407340 的中 �� 258978（1番人気）
馬単票数 計 943269 的中 �� 51766（2番人気）
ワイド票数 計1243984 的中 �� 134512（1番人気）�� 85482（3番人気）�� 54643（5番人気）
3連複票数 計3337057 的中 ��� 217636（1番人気）
3連単票数 計4788255 的中 ��� 73535（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．3―11．6―11．7―11．6―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．0―46．6―58．3―1：09．9―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

モ ア ナ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．8．28 新潟3着

2014．1．29生 牝5青鹿 母 プロミネント 母母 プロモーション 18戦5勝 賞金 100，459，000円

25096 9月28日 曇 良 （1中山4） 第8日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上2勝クラス

発走16時25分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
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
1：08．7
1：08．7

重
重

12 コカボムクイーン 牝4黒鹿55 中井 裕二三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 492＋ 41：11．2 76．3�
59 クインズラミントン 牡5鹿 57 M．デムーロ亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 B484± 0 〃 クビ 4．6�
510 シ ス ル 牝4青 55 木幡 巧也中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 500± 01：11．3� 6．3�
24 	 デルタバローズ 
4鹿 57 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 米 John C. Oxley 500－101：11．4クビ 3．4�
611	 ブランメジェール 牝5芦 55 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 米 White Fox
Farm 476± 01：11．61� 10．7�

816 ハクナマタタ 牡3鹿 55
52 ▲菅原 明良	グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 498＋ 6 〃 アタマ 29．1


612 ダノンハイパワー 牡5黒鹿 57
56 ☆菊沢 一樹�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 512＋121：11．7� 24．4�

11 メイショウラビエ 牝4鹿 55 丸山 元気松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 484± 01：11．8クビ 26．1�
713 ナンベーサン 牡6芦 57 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 伊藤 大士 日高 アイズスタッド株式会社 494＋ 4 〃 ハナ 335．5
714 ショウナンガナドル 牡3黒鹿55 横山 典弘国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 谷川牧場 478± 0 〃 クビ 4．7�
47 グ ラ ス レ オ 牡4黒鹿 57

54 ▲大塚 海渡半沢	 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 B500＋ 21：11．9� 99．0�
23 プリティマックス 牝5栗 55

54 ☆横山 武史丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 442＋ 61：12．21� 54．2�
815 スーパーアキラ 牡4栗 57 津村 明秀井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 514± 01：12．51� 31．0�
35 	 ケンデスティニー 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子中西 宏彰氏 森 秀行 米
Sequel Thorough-
breds & Hidden
Lake Farm, LLC

494＋ 41：12．82 87．5�
36 ブルーハワイアン 牝4栗 55 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 462－ 21：13．22� 17．3�
48 ディアジラソル 牝4鹿 55 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 土田農場 444＋ 81：13．51� 47．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 81，610，500円 複勝： 106，669，300円 枠連： 45，591，900円
馬連： 168，044，700円 馬単： 67，709，400円 ワイド： 123，211，400円
3連複： 254，448，500円 3連単： 308，024，000円 計： 1，155，309，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，630円 複 勝 � 1，590円 � 190円 � 210円 枠 連（1－5） 2，850円

馬 連 �� 20，800円 馬 単 �� 43，850円

ワ イ ド �� 5，620円 �� 6，150円 �� 440円

3 連 複 ��� 28，570円 3 連 単 ��� 303，830円

票 数

単勝票数 計 816105 的中 � 8551（13番人気）
複勝票数 計1066693 的中 � 12951（15番人気）� 173663（3番人気）� 146170（4番人気）
枠連票数 計 455919 的中 （1－5） 12389（10番人気）
馬連票数 計1680447 的中 �� 6261（51番人気）
馬単票数 計 677094 的中 �� 1158（109番人気）
ワイド票数 計1232114 的中 �� 5319（51番人気）�� 4853（57番人気）�� 79701（3番人気）
3連複票数 計2544485 的中 ��� 6678（85番人気）
3連単票数 計3080240 的中 ��� 735（751番人気）

ハロンタイム 11．9―11．3―11．8―12．0―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．2―35．0―47．0―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．2
3 10（16，11）（3，14）（6，7）（4，12）13（2，15）（5，9）－1－8 4 10（3，16，11）14（6，7，4）（2，13，12）9，15（5，1）－8

勝馬の
紹 介

コカボムクイーン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2018．1．6 京都2着

2015．6．10生 牝4黒鹿 母 ピシーズクイーン 母母 タカミツクイーン 12戦3勝 賞金 30，100，000円
〔制裁〕 コカボムクイーン号の騎手中井裕二は，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：13番・12番）
※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） 5頭 アルマユディト号・サニーストーム号・ピナクルズ号・ホイールバーニング号・ヨドノビクトリー号
（非抽選馬） 3頭 オールデン号・シゲルゴホウサイ号・ロトヴィグラス号



（1中山4）第8日 9月28日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝C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

218，150，000円
5，180，000円
24，630，000円
1，200，000円
24，060，000円
72，144，500円
5，092，400円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
600，659，300円
936，115，400円
279，229，400円
1，175，624，200円
521，631，900円
790，813，400円
1，639，742，600円
2，167，676，200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 8，111，492，400円

総入場人員 20，070名 （有料入場人員 17，890名）
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