
25097 9月29日 曇 良 （1中山4） 第9日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時05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
1：52．7
1：50．9

良
不良

816 ケイツーキナ 牝2鹿 54
52 △木幡 育也楠本 勝美氏 大江原 哲 新冠 樋渡 志尚 460＋ 81：56．5 4．1�

24 エ ウ ロ パ 牝2栗 54 木幡 巧也 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 460－ 41：56．71� 25．7�
815 ハイエストエンド 牡2栗 54 丸山 元気�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 498－ 41：56．8� 17．6�
36 ベストランナー 牡2鹿 54 北村 宏司ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 21：57．97 2．4�
35 アベックフォルス 牡2鹿 54

53 ☆野中悠太郎田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 480＋ 21：58．11� 19．9�
11 フ ル ゴ リ ラ 牡2栗 54 田中 勝春�Basic 小野 次郎 新ひだか 小倉 光博 522－ 41：58．31 36．4	
612 トーセンタイミング 牡2鹿 54 横山 和生島川 
哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 466－ 41：58．4� 83．9�
713 スペラメント 牡2鹿 54 横山 典弘吉田 智氏 和田 勇介 新ひだか 前谷 武志 492－ 2 〃 ハナ 14．5�
47 リモテソーロ 牡2鹿 54 津村 明秀了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 新冠 つつみ牧場 506＋ 4 〃 クビ 151．7
23 ブロンテビーチ 牡2栗 54 戸崎 圭太�フクキタル 加藤 征弘 新冠 パカパカ

ファーム 490－ 41：58．71� 7．6�
510 アポロアーリー 牡2鹿 54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 天羽 禮治 506± 01：59．02 272．0�
59 アイシーブルー 牡2鹿 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 日高 野島牧場 B426± 01：59．21� 66．7�
714 プロローグナンバー 牡2栗 54

51 ▲藤田菜七子亀岡 和彦氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 478－ 41：59．94 80．7�

611 マイネルロンド 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 古賀 慎明 日高 荒井ファーム 448－ 4 〃 クビ 60．3�

12 ウィルビーハッピー 牡2鹿 54 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 岡田スタツド 470＋ 22：00．32� 14．0�

48 ラインキャンドル 牝2黒鹿 54
53 ☆武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 474± 02：00．51 30．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，394，900円 複勝： 50，429，700円 枠連： 17，897，900円
馬連： 65，970，200円 馬単： 32，058，200円 ワイド： 54，613，100円
3連複： 102，289，600円 3連単： 114，561，000円 計： 474，214，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 650円 � 430円 枠 連（2－8） 1，000円

馬 連 �� 5，680円 馬 単 �� 9，910円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 760円 �� 5，210円

3 連 複 ��� 19，590円 3 連 単 ��� 97，250円

票 数

単勝票数 計 363949 的中 � 74560（2番人気）
複勝票数 計 504297 的中 � 96313（2番人気）� 16772（9番人気）� 27534（6番人気）
枠連票数 計 178979 的中 （2－8） 13816（4番人気）
馬連票数 計 659702 的中 �� 8997（17番人気）
馬単票数 計 320582 的中 �� 2424（31番人気）
ワイド票数 計 546131 的中 �� 7398（20番人気）�� 19359（6番人気）�� 2597（48番人気）
3連複票数 計1022896 的中 ��� 3916（54番人気）
3連単票数 計1145610 的中 ��� 854（280番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―13．8―14．4―12．9―12．7―12．4―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―38．6―53．0―1：05．9―1：18．6―1：31．0―1：43．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケイツーキナ �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2019．8．3 新潟4着

2017．5．4生 牝2鹿 母 スーパーラヴァー 母母 サウスオードリー 4戦1勝 賞金 7，400，000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。
（非抽選馬） 2頭 クラウンデフィート号・マイネルシエル号

25098 9月29日 曇 良 （1中山4） 第9日 第2競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時35分 （芝・右・外）
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

611 クイックレス 牝2黒鹿54 三浦 皇成中村 祐子氏 中舘 英二 新冠 村田牧場 450－ 41：09．4 2．9�
47 ルドラクシャ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 松山 将樹 新冠 村上 雅規 440＋ 41：09．61� 10．3�
612 コスモビートイット 牡2鹿 54 柴田 大知 �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 446－ 21：09．81� 4．9�
24 クインズラプソディ 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 大北牧場 440－ 21：09．9� 17．7�
48 ネオストーリー 牡2青鹿54 丸山 元気藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 450＋ 21：10．0� 3．8�
12 ハ ー デ ィ ン 牡2青鹿 54

52 △木幡 育也松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか 城地牧場 426＋ 61：10．1	 15．4	
35 エリーストーム 牝2黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎谷川 正純氏 本間 忍 新冠 小泉 学 432＋ 2 〃 アタマ 319．7

11 ファールカルテ 牝2青鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新ひだか タツヤファーム 424± 01：10．2	 24．8�
36 ヨ ン ウ ォ ニ 牝2鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 田中 清隆 日高 道見牧場 422＋ 41：10．41 39．3
815 バーンパッション 牡2黒鹿54 石橋 脩岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 456－ 4 〃 アタマ 40．1�
23 チンクエテッレ 牝2鹿 54 丸田 恭介片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 ヒカル牧場 396－ 4 〃 クビ 95．6�
59 ファクタークニアキ 牡2黒鹿54 吉田 豊高橋 宏弥氏 土田 稔 浦河 ガーベラパー

クスタツド 454－ 21：10．61	 43．7�
510 ヒナノコバン 牡2鹿 54 柴田 善臣日向 英二氏 本間 忍 浦河 栄進牧場 448＋ 21：10．7	 36．9�
714 サンダーボマー 牡2鹿 54 岩田 康誠岡 浩二氏 土田 稔 新冠 中山 高鹿康 416－ 21：11．33	 93．0�
816 ビクトリアドリーム 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹坂田 行夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 434＋101：11．62 481．4�
713 セ キ セ キ 牡2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 浦河 金石牧場 B444－ 41：11．81� 358．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，557，900円 複勝： 51，428，800円 枠連： 21，414，200円
馬連： 75，299，100円 馬単： 34，738，400円 ワイド： 58，514，700円
3連複： 114，847，400円 3連単： 128，300，300円 計： 525，100，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 240円 � 150円 枠 連（4－6） 270円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 610円 �� 270円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 11，870円

票 数

単勝票数 計 405579 的中 � 115374（1番人気）
複勝票数 計 514288 的中 � 117656（1番人気）� 42676（4番人気）� 93365（3番人気）
枠連票数 計 214142 的中 （4－6） 59438（1番人気）
馬連票数 計 752991 的中 �� 32736（4番人気）
馬単票数 計 347384 的中 �� 9280（7番人気）
ワイド票数 計 585147 的中 �� 23021（4番人気）�� 61831（1番人気）�� 16863（8番人気）
3連複票数 計1148474 的中 ��� 37514（3番人気）
3連単票数 計1283003 的中 ��� 7835（20番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．6―11．7―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．4―46．1―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．0
3 7，11（1，12）（5，15）（4，10）9，8，13（2，6，16）3－14 4 7（1，11）12（5，15）（4，10）8（2，6）9，3，13（14，16）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クイックレス �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Storm Cat デビュー 2019．9．15 中山2着

2017．3．12生 牝2黒鹿 母 クイックレスポンス 母母 Shawnee Country 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 クインズラプソディ号の騎手藤田菜七子は，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）
※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 コスモカンツォーネ号・シャチ号・モンテスデラルーナ号・リッチクレマチス号

第４回 中山競馬 第９日
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



25099 9月29日 曇 良 （1中山4） 第9日 第3競走 ��1，600�2歳未勝利
発走11時05分 （芝・右・外）

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
1：33．4
1：32．3

良
良

12 ジュエルタワー 牝2黒鹿54 C．ルメール �社台レースホース尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440± 01：35．0 3．7�

47 チアチアクラシカ 牝2鹿 54 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 490－161：35．21� 6．4�
510 マイネルソラス 牡2芦 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 浦河 荻伏三好フ
アーム 462＋ 4 〃 クビ 27．6�

611 シングンバズーカ 牡2黒鹿54 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 474－ 41：35．3� 2．8�
23 セイウンパワフル 牡2鹿 54 津村 明秀西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 472± 01：35．72� 4．9	
816 バ イ カ ル 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 新冠 ムラカミファーム 456＋ 41：35．91� 206．2

48 ナンヨーショウエイ 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 400± 01：36．11 58．3�
815 スピードサウンド 牡2青鹿54 岩田 康誠 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 日高 下河辺牧場 454－ 4 〃 ハナ 21．9�
714 デ ュ ー プ ス 牝2栗 54 木幡 巧也内田 玄祥氏 星野 忍 浦河 丸村村下

ファーム 412＋201：36．2� 286．9
24 ウォッシュトレード 牡2鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 厚真 大川牧場 464± 01：36．41� 311．5�
713 トルベジーノ 牝2鹿 54

51 ▲菅原 明良 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 日高 荒井ファーム 420± 01：36．5クビ 150．6�
59 デルマトパーズ 牝2芦 54 松岡 正海浅沼 廣幸氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 440± 0 〃 ハナ 58．7�
36 ハットルヴァン 牡2黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 492＋201：36．6� 46．4�
11 シゲルビアンカ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行森中 蕃氏 清水 英克 日高 スウィング

フィールド牧場 398－ 21：36．7� 422．6�
35 タイニーベイビー 牡2鹿 54 福永 祐一山口 裕介氏 松山 将樹 日高 藤本ファーム 436＋ 81：36．91� 18．9�
612 イノセントグラム 牡2鹿 54

51 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 滝本 健二 474－ 21：38．17 515．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，384，400円 複勝： 60，258，100円 枠連： 15，648，900円
馬連： 80，381，800円 馬単： 40，115，600円 ワイド： 56，761，500円
3連複： 109，964，000円 3連単： 142，371，700円 計： 553，886，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 210円 � 570円 枠 連（1－4） 900円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，650円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 10，300円 3 連 単 ��� 31，740円

票 数

単勝票数 計 483844 的中 � 110004（2番人気）
複勝票数 計 602581 的中 � 122776（2番人気）� 76058（4番人気）� 20789（7番人気）
枠連票数 計 156489 的中 （1－4） 13451（5番人気）
馬連票数 計 803818 的中 �� 58108（5番人気）
馬単票数 計 401156 的中 �� 15603（7番人気）
ワイド票数 計 567615 的中 �� 33075（5番人気）�� 8507（18番人気）�� 5644（24番人気）
3連複票数 計1099640 的中 ��� 8004（31番人気）
3連単票数 計1423717 的中 ��� 3252（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―35．8―47．5―1：00．0―1：11．8―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．0

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

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

勝馬の
紹 介

ジュエルタワー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．9．15 中山2着

2017．4．20生 牝2黒鹿 母 プリンセスゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ハットルヴァン号の騎手菊沢一樹は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番）

ハットルヴァン号の騎手菊沢一樹は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。（被害馬：9番）

25100 9月29日 曇 良 （1中山4） 第9日 第4競走 ��1，200�2歳新馬
発走11時35分 （ダート・右）

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

816 ロフティーピーク 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 追分ファーム 486 ―1：12．7 2．0�
714 レイテントロアー 牡2鹿 54 嘉藤 貴行矢野 亨憲氏 田中 清隆 日高 シンボリ牧場 472 ―1：13．12� 111．5�
48 サ ツ キ マ ス 牝2鹿 54 戸崎 圭太越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 454 ―1：13．42 9．3�
47 トミケンリフリーク 牝2鹿 54 丸山 元気冨樫 賢二氏 竹内 正洋 青森 マルシチ牧場 446 ―1：13．72 30．9�
23 ムーランアンディゴ 牡2鹿 54 丸田 恭介村上 卓史氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 488 ―1：13．8� 9．5�
611 コ パ シ ー ナ �2栗 54 三浦 皇成椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 476 ―1：13．9� 6．6	
11 タ ピ オ カ 牝2青鹿54 木幡 巧也�清水牧場 牧 光二 平取 清水牧場 484 ― 〃 ハナ 6．8

12 トゥーヤング 牝2鹿 54 宮崎 北斗三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 436 ―1：14．43 82．6�
59 ダイシンウィット 牡2栗 54 丹内 祐次大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 490 ―1：15．14 61．7�
24 キタノシャンティ 牡2鹿 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 山際牧場 478 ―1：15．2� 142．8
713 ルージュキッス 牝2黒鹿 54

51 ▲大塚 海渡 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 平取 有限会社中

田牧場 420 ―1：15．3クビ 88．9�
612 フルートフル 牝2栗 54 伊藤 工真�和田牧場 石毛 善彦 日高 ナカノファーム 434 ―1：15．51� 400．4�
510 ア キ ト ゴ ー 牡2黒鹿54 岩部 純二大倉 佑介氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 466 ―1：15．6クビ 207．8�
815 スーコーサファイア 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大谷口 祐人氏 深山 雅史 日高 三輪 幸子 450 ―1：17．08 98．1�
（クイーンズフルシス）

35 ララキューン 牝2鹿 54 松若 風馬永見 貴昭氏 新開 幸一 日高 荒井ファーム 508 ―1：17．42� 27．3�
36 ム キ ズ 牡2栗 54 大野 拓弥杉澤 光雄氏 和田 勇介 新冠 川島牧場 450 ― 〃 アタマ 24．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，051，400円 複勝： 45，158，300円 枠連： 17，540，500円
馬連： 64，875，200円 馬単： 35，937，900円 ワイド： 49，599，500円
3連複： 90，674，000円 3連単： 118，540，700円 計： 467，377，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 1，240円 � 210円 枠 連（7－8） 3，120円

馬 連 �� 8，710円 馬 単 �� 11，330円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 390円 �� 8，780円

3 連 複 ��� 28，530円 3 連 単 ��� 118，210円

票 数

単勝票数 計 450514 的中 � 187778（1番人気）
複勝票数 計 451583 的中 � 128731（1番人気）� 6049（13番人気）� 51811（4番人気）
枠連票数 計 175405 的中 （7－8） 4347（12番人気）
馬連票数 計 648752 的中 �� 5769（24番人気）
馬単票数 計 359379 的中 �� 2377（34番人気）
ワイド票数 計 495995 的中 �� 5107（26番人気）�� 36327（3番人気）�� 1345（62番人気）
3連複票数 計 906740 的中 ��� 2383（72番人気）
3連単票数 計1185407 的中 ��� 727（309番人気）

ハロンタイム 12．0―11．3―12．0―12．5―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．3―35．3―47．8―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロフティーピーク �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2017．2．25生 牝2鹿 母 ロフティーエイム 母母 ウィッチフルシンキング 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30頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）30頭 アイアムイチオシ号・アポロバレッタ号・アルマセグレート号・アントニウス号・ウインクルジニー号・

オーラソラーレ号・カイザーライン号・カラヤン号・キラービー号・キングズランド号・クリノテルチャン号・
ゲンパチヴィガ号・サイモンバトラー号・シゲルサソリザ号・ジニアテソーロ号・ジョイ号・ジョウハリ号・
スギノインプルーブ号・スズカゴウケツ号・スマートクレイン号・スーシーホー号・タガノコットン号・
トウカイマナ号・ニーケススマイル号・バウンティハンター号・ブレイキングバッド号・ムラサメ号・メシアン号・
リュウノイノリ号・ロングヘア号



25101 9月29日 曇 良 （1中山4） 第9日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右）

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
1：45．6

良
良

610 ポ タ ジ ェ 牡2鹿 54 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450 ―1：50．1 1．3�

813 ハーレムシャドウ 牡2鹿 54 福永 祐一飯塚 知一氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 496 ―1：50．31 16．7�
33 ドリームメッセージ 牡2鹿 54 丸山 元気堀口 晴男氏 中川 公成 浦河 高岸 順一 432 ― 〃 ハナ 62．7�
22 ユピテルルークス 牡2鹿 54 浜中 俊輝レーシング 清水 久詞 新ひだか オギオギ牧場 488 ― 〃 クビ 6．1�
712 ポーラーサン 牡2鹿 54

53 ☆武藤 雅窪田 康志氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 462 ―1：50．51� 13．2�
57 ワカミヤアトゥ 牡2鹿 54 三浦 皇成芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 日高 前川 義則 460 ―1：50．6� 26．8	
46 ガ ニ ア ン 牡2栗 54 岩田 康誠�ラ・メール 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 454 ― 〃 クビ 25．8

711 コスモプロケッラ 牡2青鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 野坂牧場 438 ―1：51．02� 121．9�
69 リブエターナル 牝2芦 54 幸 英明大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 460 ―1：51．1� 146．4
814 ガ ッ ツ 牡2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 478 ―1：51．41� 90．2�
45 コスモイダマシネ 牡2芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 456 ―1：51．61� 81．7�
34 エ ス ペ ル ト 牡2青鹿54 菱田 裕二�ラ・メール 池上 昌和 新ひだか 田中 裕之 484 ― 〃 クビ 220．2�
11 リンガスウォリアー 牡2栗 54 藤岡 佑介伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 466 ―1：51．7� 45．3�
58 エリンクロノス 牡2栗 54

52 △木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 大栄牧場 510 ―1：53．9大差 376．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 54，948，700円 複勝： 153，324，000円 枠連： 15，652，200円
馬連： 65，804，500円 馬単： 48，865，700円 ワイド： 50，441，300円
3連複： 88，476，800円 3連単： 173，298，600円 計： 650，811，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 220円 � 640円 枠 連（6－8） 560円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，220円 �� 3，850円

3 連 複 ��� 7，260円 3 連 単 ��� 14，060円

票 数

単勝票数 計 549487 的中 � 337520（1番人気）
複勝票数 計1533240 的中 � 1210533（1番人気）� 47460（3番人気）� 12330（8番人気）
枠連票数 計 156522 的中 （6－8） 21457（2番人気）
馬連票数 計 658045 的中 �� 67057（2番人気）
馬単票数 計 488657 的中 �� 45495（2番人気）
ワイド票数 計 504413 的中 �� 38054（3番人気）�� 10192（12番人気）�� 3096（29番人気）
3連複票数 計 884768 的中 ��� 9135（21番人気）
3連単票数 計1732986 的中 ��� 8936（40番人気）

ハロンタイム 12．0―12．9―12．6―13．0―12．3―12．2―11．9―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―24．9―37．5―50．5―1：02．8―1：15．0―1：26．9―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．1
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポ タ ジ ェ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Awesome Again 初出走

2017．2．4生 牡2鹿 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 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 クリノプレミアム号・クロミナンス号・シデンカイ号・フェデネージュ号・ホウオウトラスト号・マルターズデセオ号

25102 9月29日 曇 良 （1中山4） 第9日 第6競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走12時55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

34 ナリノメジャー 牝5栗 55 戸崎 圭太成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 41：10．8 3．2�

33 � スズノフブキ �5鹿 57 武士沢友治小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 480－ 21：11．01� 10．0�
11 � ハ ル メ キ 牝4黒鹿 55

52 ▲山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新冠 三村 卓也 456± 0 〃 ハナ 149．2�

712 アポロチーター 牡3栗 55 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 514－ 21：11．32 2．7�
813 シルバーストーン 牡5芦 57 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 504＋101：11．4クビ 8．5�
814 プロトイチバンボシ 牡3栗 55 杉原 誠人飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 500± 01：11．72 32．2	
57 ホーカスポーカス 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 430＋ 21：11．8	 13．6

45 アミュリオン 牡3栗 55 三浦 皇成吉澤 克己氏 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 458＋ 41：11．9クビ 8．9�
22 アースヴィグラス 牝5鹿 55 横山 典弘松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 468－ 61：12．0
 17．6�
58 ドゥモワゼル 牝5鹿 55

52 ▲菅原 明良小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 470＋12 〃 クビ 38．1
46 � スフィーダグリーン 牡5鹿 57 勝浦 正樹寳寄山拓樹氏 的場 均 新冠 新冠橋本牧場 556－ 21：12．1	 277．5�
69 イワネコゴシキ 牡3青鹿 55

54 ☆武藤 雅丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 496± 01：12．2
 39．3�
711 アッシャムス 牝3鹿 53 松岡 正海�桑田牧場 武井 亮 浦河 桑田牧場 480＋ 21：12．3
 263．4�
610 ゴ ム マ リ 牝4黒鹿55 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 476＋ 21：14．0大差 58．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，619，500円 複勝： 59，020，700円 枠連： 18，896，700円
馬連： 86，982，000円 馬単： 41，894，500円 ワイド： 65，629，600円
3連複： 126，855，600円 3連単： 163，140，100円 計： 602，038，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 320円 � 2，560円 枠 連（3－3） 1，490円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 600円 �� 7，340円 �� 17，740円

3 連 複 ��� 59，680円 3 連 単 ��� 194，530円

票 数

単勝票数 計 396195 的中 � 98179（2番人気）
複勝票数 計 590207 的中 � 118202（2番人気）� 45541（5番人気）� 4528（12番人気）
枠連票数 計 188967 的中 （3－3） 9776（8番人気）
馬連票数 計 869820 的中 �� 43779（5番人気）
馬単票数 計 418945 的中 �� 13113（6番人気）
ワイド票数 計 656296 的中 �� 30707（5番人気）�� 2214（48番人気）�� 910（65番人気）
3連複票数 計1268556 的中 ��� 1594（105番人気）
3連単票数 計1631401 的中 ��� 608（427番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．9―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―45．9―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリノメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Vicar デビュー 2016．7．23 福島1着

2014．4．14生 牝5栗 母 ヴェストリーレディ 母母 Episode 25戦3勝 賞金 48，346，000円



25103 9月29日 曇 良 （1中山4） 第9日 第7競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走13時25分 （500万円以下） （芝・右）
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
1：57．8
1：56．1

良
良

48 � ヴィエナブロー 牝3黒鹿 52
49 ▲藤田菜七子吉田 千津氏 林 徹 仏 Mr Hubert

Mazeaud 446－ 21：59．5 11．3�
24 シトラスクーラー 	6鹿 57

54 ▲菅原 明良�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 458＋ 21：59．82 95．4�
11 マイネルステレール 牡3鹿 54 丹内 祐次 �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 474＋ 61：59．9クビ 38．9�
35 フィデリオグリーン 牡3鹿 54

53 ☆野中悠太郎斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 496＋ 62：00．11
 11．8�
47 カナロアガール 牝3鹿 52 北村 宏司広尾レース� 田村 康仁 平取 清水牧場 462＋ 22：00．2� 6．1�
510 ライトカラカゼ 牡4鹿 57 大野 拓弥星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 476＋ 22：00．3クビ 18．5	
23 タンタグローリア 牝5鹿 55 戸崎 圭太�G1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 416－ 4 〃 クビ 3．6

815 ダイワダグラス 牡3鹿 54 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 504＋ 22：00．4クビ 4．9�
36 マイネルエキサイト 牡3青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新ひだか 坂本 春雄 482＋ 42：00．5� 42．0�
59 メガディスカバリー 	3鹿 54 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 454＋ 4 〃 クビ 187．4
12 ウォルフズハウル 牡3黒鹿54 石橋 脩ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468± 0 〃 ハナ 4．5�
611 サツキワルツ 牝4鹿 55 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 458＋ 22：00．71� 52．5�
816 ミレフォリウム 牝4鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 480± 02：00．8
 16．4�
713 クラウンマグマ 	6黒鹿57 木幡 巧也矢野 恭裕氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：01．86 571．1�
612 ドリームマジック 牝5鹿 55 松岡 正海堀口 晴男氏 松山 将樹 浦河 高岸 順一 474＋ 4 〃 アタマ 65．7�
714 ラッキーアドバンス 牡5芦 57 武士沢友治柳内 正基氏 勢司 和浩 新ひだか グランド牧場 478－ 62：02．01 230．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，904，200円 複勝： 75，641，300円 枠連： 24，109，400円
馬連： 116，616，200円 馬単： 48，074，800円 ワイド： 81，610，200円
3連複： 158，475，300円 3連単： 183，139，700円 計： 738，571，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 510円 � 3，390円 � 1，260円 枠 連（2－4） 750円

馬 連 �� 67，090円 馬 単 �� 102，720円

ワ イ ド �� 16，770円 �� 5，400円 �� 36，930円

3 連 複 ��� 479，250円 3 連 単 ��� 2，414，110円

票 数

単勝票数 計 509042 的中 � 36002（5番人気）
複勝票数 計 756413 的中 � 42641（7番人気）� 5578（13番人気）� 15531（10番人気）
枠連票数 計 241094 的中 （2－4） 24609（3番人気）
馬連票数 計1166162 的中 �� 1347（70番人気）
馬単票数 計 480748 的中 �� 351（135番人気）
ワイド票数 計 816102 的中 �� 1254（72番人気）�� 3927（46番人気）�� 568（91番人気）
3連複票数 計1584753 的中 ��� 248（346番人気）
3連単票数 計1831397 的中 ��� 55（1838番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．8―12．0―12．6―12．0―12．0―11．6―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―36．5―48．5―1：01．1―1：13．1―1：25．1―1：36．7―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヴィエナブロー �
�
父 Camelot �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2018．10．7 東京7着

2016．2．7生 牝3黒鹿 母 Danish Delight 母母 Premiere Creation 7戦2勝 賞金 15，100，000円
〔制裁〕 フィデリオグリーン号の騎手野中悠太郎は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番・7

番）
※出走取消馬 キングテセウス号（疾病〔左前肢跛行〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 テンペスタージ号

25104 9月29日 曇 良 （1中山4） 第9日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時55分 （500万円以下） （ダート・右）
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
1：48．5
1：47．6

重
重

11 ブラックヘイロー 牡3青鹿54 C．ルメール 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 494± 01：53．0 2．1�
78 デッドアヘッド 牡3鹿 54 杉原 誠人 �社台レースホース藤沢 和雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B486＋ 81：53．31� 4．2�
55 マックスアン 牡3栗 54 川田 将雅 TURFレーシング 大和田 成 新冠 村上 欽哉 460± 01：53．51	 3．2�
66 サクラルーフェン 牡3黒鹿54 石橋 脩�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 454－ 41：53．71
 8．9�
22 セイヴァリアント 牡3黒鹿54 三浦 皇成金田 成基氏 中川 公成 日高 本間牧場 486＋ 41：54．23 13．2	
810 ハ イ チ ー ズ 牡4鹿 57 松岡 正海 �ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 504＋ 41：54．83
 148．9

33 ボールドスパルタン 牡4青 57

54 ▲大塚 海渡増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 476＋121：54．9� 224．7�
77 � デ ス ト ロ イ 牡5栗 57

54 ▲菅原 明良諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B502＋ 21：55．0
 156．5�
89 シ ー ル ー ト �4鹿 57 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 498± 01：55．42
 47．2
44 ローリエテソーロ 牡3栗 54

53 ☆武藤 雅了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 浦河 辻 牧場 502－101：56．03
 66．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 56，744，600円 複勝： 59，793，700円 枠連： 13，978，600円
馬連： 86，135，500円 馬単： 50，411，400円 ワイド： 55，172，700円
3連複： 111，601，400円 3連単： 242，149，700円 計： 675，987，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（1－7） 540円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 240円 �� 150円 �� 270円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 2，220円

票 数

単勝票数 計 567446 的中 � 209928（1番人気）
複勝票数 計 597937 的中 � 184517（1番人気）� 78265（3番人気）� 176626（2番人気）
枠連票数 計 139786 的中 （1－7） 20026（2番人気）
馬連票数 計 861355 的中 �� 115321（2番人気）
馬単票数 計 504114 的中 �� 39797（3番人気）
ワイド票数 計 551727 的中 �� 52665（2番人気）�� 116718（1番人気）�� 44863（5番人気）
3連複票数 計1116014 的中 ��� 208092（1番人気）
3連単票数 計2421497 的中 ��� 78802（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―37．6―50．3―1：03．0―1：15．8―1：28．2―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．2
1
3
・（6，8）3，5（1，7）9－2，4，10
6，8＝（3，5）（1，7）（2，9，4）10

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

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 デビュー 2019．3．16 中山1着

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 4戦2勝 賞金 17，600，000円



25105 9月29日 曇 良 （1中山4） 第9日 第9競走 ��
��1，600�サ フ ラ ン 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
牝，2歳，1勝クラス（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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

89 マルターズディオサ 牝2青鹿54 武 豊藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 440± 01：34．3 5．3�
55 マジックキャッスル 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 432＋ 8 〃 クビ 4．2�
22 ギルデッドミラー 牝2鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 472± 01：34．61� 2．5�
77 ビッククインバイオ 牝2栗 54 大野 拓弥バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 478－ 21：34．7� 4．8�
66 イズジョーノキセキ 牝2鹿 54 岩田 康誠泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 448＋14 〃 クビ 8．7	
44 サ ナ チ ャ ン 牝2青鹿54 武士沢友治瀬谷 
雄氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 422－ 61：34．91� 41．9�
88 イッツアワターン 牝2黒鹿54 浜中 俊田邉 幸則氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 420＋ 61：35．43 81．1�
33 ラブオナヴィータ 牝2鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 浦河 梅田牧場 460－ 41：35．93 61．9
11 ミーハディビーナ 牝2青鹿54 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 422－ 2 〃 クビ 62．7�
（9頭）

売 得 金
単勝： 81，031，000円 複勝： 67，376，300円 枠連： 16，111，900円
馬連： 110，118，100円 馬単： 59，839，000円 ワイド： 62，240，100円
3連複： 125，361，200円 3連単： 263，427，700円 計： 785，505，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 130円 � 130円 � 110円 枠 連（5－8） 880円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 350円 �� 240円 �� 210円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 5，060円

票 数

単勝票数 計 810310 的中 � 128676（4番人気）
複勝票数 計 673763 的中 � 121071（2番人気）� 119760（3番人気）� 174701（1番人気）
枠連票数 計 161119 的中 （5－8） 14065（5番人気）
馬連票数 計1101181 的中 �� 77169（6番人気）
馬単票数 計 598390 的中 �� 21400（10番人気）
ワイド票数 計 622401 的中 �� 40797（7番人気）�� 66612（3番人気）�� 80679（1番人気）
3連複票数 計1253612 的中 ��� 133412（2番人気）
3連単票数 計2634277 的中 ��� 37698（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．3―47．7―1：00．0―1：11．8―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．3

3 7，5（3，8）（1，6，9）（4，2）
2
4

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

勝馬の
紹 介

マルターズディオサ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Grand Slam デビュー 2019．8．3 新潟2着

2017．2．7生 牝2青鹿 母 トップオブドーラ 母母 Maltese Dianne 3戦2勝 賞金 18，017，000円

25106 9月29日 曇 良 （1中山4） 第9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，2勝クラス（1000万円以下），30．9．29以降1．9．22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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

47 グッドジュエリー 牝4芦 52 丸田 恭介長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 456＋ 41：08．4 27．5�
713 ト ン ボ イ 牝4栗 52 酒井 学幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 436± 0 〃 クビ 41．2�
816 シセイタイガ 牡3青鹿55 三浦 皇成猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム 446± 01：08．5クビ 7．4�
24 ハイヤーアプシス 牝5黒鹿52 武 豊吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 436－101：08．71� 45．7�
510 ヴェルスパー 牝4鹿 54 戸崎 圭太 �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 13．0�
714 ア ゴ ベ イ 牝3鹿 52 川田 将雅ゴドルフィン 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－ 21：08．8� 4．0	
11 シセイヒテン 牡4青 57 丸山 元気猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 444－ 21：08．9クビ 10．3

36 アンリミット 牝4青鹿55 内田 博幸前原 敏行氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 496＋12 〃 クビ 5．5�
35 セイウンリリシイ 牝4鹿 53 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 468± 01：09．0クビ 20．9�
59 タイセイアベニール 牡4鹿 57 C．ルメール 田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 484＋ 4 〃 アタマ 3．9
815 ピ カ ピ カ 牝4鹿 52 西田雄一郎�ミルファーム 石毛 善彦 むかわ 真壁 信一 506＋ 2 〃 クビ 96．1�
23 ザイツィンガー 牡3芦 53 幸 英明永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 420－ 6 〃 ハナ 57．4�
48 オジョーノキセキ 牝4鹿 53 松若 風馬前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 514－ 4 〃 ハナ 68．3�
12 シゲルベンガルトラ 牡5栗 56 横山 典弘森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 石田牧場 474－ 6 〃 ハナ 27．9�
612 マーマレードガール 牝3黒鹿52 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 滝本 健二 456－ 21：09．21� 21．8�
611 カワキタピリカ 牡6鹿 53 菅原 明良川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B498－ 8 〃 ハナ 245．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，483，500円 複勝： 104，331，000円 枠連： 46，809，300円
馬連： 197，720，700円 馬単： 75，578，800円 ワイド： 126，570，000円
3連複： 300，021，100円 3連単： 347，008，700円 計： 1，270，523，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，750円 複 勝 � 670円 � 960円 � 250円 枠 連（4－7） 5，130円

馬 連 �� 41，900円 馬 単 �� 72，300円

ワ イ ド �� 8，660円 �� 3，750円 �� 5，060円

3 連 複 ��� 139，670円 3 連 単 ��� 1，057，060円

票 数

単勝票数 計 724835 的中 � 21010（9番人気）
複勝票数 計1043310 的中 � 38128（10番人気）� 25685（11番人気）� 128147（3番人気）
枠連票数 計 468093 的中 （4－7） 7061（20番人気）
馬連票数 計1977207 的中 �� 3657（78番人気）
馬単票数 計 755788 的中 �� 784（146番人気）
ワイド票数 計1265700 的中 �� 3751（73番人気）�� 8763（42番人気）�� 6458（52番人気）
3連複票数 計3000211 的中 ��� 1611（277番人気）
3連単票数 計3470087 的中 ��� 238（1794番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．4―11．6―11．2―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．4―46．0―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．0
3 12，13，5（7，16）（4，15）10，14（6，9）（8，11）（2，3）1 4 12，13（5，7，16）（4，10，15）14（6，9）11，8，3（2，1）

勝馬の
紹 介

グッドジュエリー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．10．7 東京8着

2015．4．27生 牝4芦 母 グッドルッキング 母母 オリエンタルアート 14戦3勝 賞金 40，828，000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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロードラズライト号
（非抽選馬） 4頭 イキオイ号・スマートシャヒーン号・マリエラ号・ムスコローソ号

１レース目 ３レース目



25107 9月29日 曇 良 （1中山4） 第9日 第11競走 ��
��1，200�第53回スプリンターズステークス（ＧⅠ）

発走15時40分 （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・ブリーダーズカップチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 110，000，000円 44，000，000円 28，000，000円 17，000，000円 11，000，000円
付 加 賞 3，444，000円 984，000円 492，000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

48 タワーオブロンドン 牡4鹿 57 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 514－ 21：07．1 2．9�

47 � モズスーパーフレア 牝4栗 55 松若 風馬 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta
Stables, LLC 502－ 41：07．2	 6．2�

12 ダノンスマッシュ 牡4鹿 57 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 470－ 8 〃 クビ 2．8�
713� ミスターメロディ 牡4鹿 57 福永 祐一グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Bell Tower

Thoroughbreds 502＋ 61：07．41 15．7�
35 レッツゴードンキ 牝7栗 55 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 490－121：07．5	 47．0�
612 ダイメイプリンセス 牝6黒鹿55 秋山真一郎宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 504± 0 〃 ハナ 71．3	
714 ハッピーアワー 牡3鹿 55 横山 典弘髙嶋 祐子氏 武 幸四郎 浦河 有限会社

吉田ファーム 434－121：07．6
 194．4

36 ノ ー ワ ン 牝3鹿 53 内田 博幸藤田 好紀氏 笹田 和秀 新ひだか 飛野牧場 468－ 61：07．81� 195．9�
24 リ ナ ー テ 牝5黒鹿55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 486－ 21：07．9	 14．9
11 アレスバローズ 牡7黒鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 484－ 81：08．0
 55．0�
815 イ ベ リ ス 牝3鹿 53 浜中 俊前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 464± 0 〃 クビ 49．1�
23 セイウンコウセイ 牡6栗 57 幸 英明西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 500－ 21：08．1
 41．4�
59 ディアンドル 牝3黒鹿53 藤岡 佑介 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：08．63 8．9�
611 マルターズアポジー 牡7鹿 57 丸山 元気藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 536＋ 61：08．7
 205．6�
510 ラブカンプー 牝4黒鹿55 酒井 学増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 436＋ 21：08．8クビ 219．9�
816 ファンタジスト 牡3黒鹿55 武 豊廣崎 利洋氏 梅田 智之 日高 Shall Farm 482± 01：09．33 26．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 592，325，600円 複勝： 583，332，300円 枠連： 300，958，700円 馬連： 1，645，563，000円 馬単： 781，554，000円
ワイド： 895，778，000円 3連複： 2，898，182，200円 3連単： 5，327，436，300円 5重勝： 551，196，300円 計： 13，576，326，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 180円 � 120円 枠 連（4－4） 1，250円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 430円 �� 220円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 6，080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����� 593，590円

票 数

単勝票数 計5923256 的中 � 1630050（2番人気）
複勝票数 計5833323 的中 � 1262227（2番人気）� 649653（3番人気）� 1461516（1番人気）
枠連票数 計3009587 的中 （4－4） 186591（5番人気）
馬連票数 計16455630 的中 �� 1007084（4番人気）
馬単票数 計7815540 的中 �� 286108（5番人気）
ワイド票数 計8957780 的中 �� 483767（4番人気）�� 1171287（1番人気）�� 574099（2番人気）
3連複票数 計28981822 的中 ���2028783（1番人気）
3連単票数 計53274363 的中 ��� 634971（8番人気）
5重勝票数 計5511963 的中 ����� 650

ハロンタイム 11．9―10．1―10．8―11．3―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．0―32．8―44．1―55．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タワーオブロンドン �
�
父 Raven’s Pass �

�
母父 Dalakhani デビュー 2017．7．29 札幌1着

2015．2．9生 牡4鹿 母 スノーパイン 母母 Shinko Hermes 14戦7勝 賞金 397，470，000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 キングハート号

25108 9月29日 曇 良 （1中山4） 第9日 第12競走 ��1，800�
のこぎりやま

鋸 山 特 別
発走16時25分 （ダート・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
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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

12 フクサンローズ 牝5鹿 55 野中悠太郎小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 460＋ 61：52．4 39．7�
11 グッバイガール 牝3黒鹿52 横山 典弘吉田 千津氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 490－ 2 〃 クビ 2．5�
714 パイロキネシスト 牡7黒鹿57 松岡 正海平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B496－101：53．25 97．8�
816 キャベンディッシュ 牡4栗 57 戸崎 圭太本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 504－ 2 〃 クビ 14．1�
36 トレンドライン 牡5栗 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム B472＋ 81：53．3� 23．8�
611 フィールザファラオ 牡4黒鹿57 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 464＋101：53．4クビ 58．1	
23 アルマスティング �3栗 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 小島牧場 486＋ 2 〃 ハナ 42．2

35 ロードストライク 牡3栗 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 478－ 8 〃 アタマ 8．3�
47 クロノスタシス 牡6芦 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 530－ 81：53．5� 80．7
59 オンザロックス 牡6鹿 57 C．ルメール 稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 486＋ 4 〃 同着 5．6�
815 ロ ジ テ ィ ナ 牡4黒鹿57 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 534－ 21：54．13� 7．5�
510 グリニッジシチー �3栗 54 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新冠 カミイスタット 464－ 21：54．2クビ 10．3�
48 リキサンダイオー 牡6黒鹿57 菱田 裕二 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 450－ 2 〃 ハナ 223．2�
713 シャムロック 牡5栗 57 石橋 脩諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 494± 01：54．3� 39．0�
24 スペルマロン �5栗 57 内田 博幸西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 498－ 41：54．83 16．0�
612� マイネルストラトス 牡5黒鹿57 藤岡 佑介杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 488－ 21：54．9� 26．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 125，507，600円 複勝： 154，693，600円 枠連： 73，050，500円
馬連： 278，593，800円 馬単： 114，511，700円 ワイド： 201，080，300円
3連複： 448，006，800円 3連単： 591，570，800円 計： 1，987，015，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，970円 複 勝 � 710円 � 160円 � 1，500円 枠 連（1－1） 5，070円

馬 連 �� 5，410円 馬 単 �� 16，510円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 15，450円 �� 5，110円

3 連 複 ��� 96，110円 3 連 単 ��� 710，080円

票 数

単勝票数 計1255076 的中 � 25249（11番人気）
複勝票数 計1546936 的中 � 47050（10番人気）� 359535（1番人気）� 20940（14番人気）
枠連票数 計 730505 的中 （1－1） 11156（20番人気）
馬連票数 計2785938 的中 �� 39868（19番人気）
馬単票数 計1145117 的中 �� 5201（55番人気）
ワイド票数 計2010803 的中 �� 25960（20番人気）�� 3312（94番人気）�� 10112（55番人気）
3連複票数 計4480068 的中 ��� 3496（232番人気）
3連単票数 計5915708 的中 ��� 604（1456番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．6―13．4―13．1―12．9―12．0―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．4―49．8―1：02．9―1：15．8―1：27．8―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．6
1
3
14－1，5（2，8）4（3，9）（11，10）（7，15，12）－（13，16）＝6・（14，1）（5，12）（2，9，8）（4，15）（3，11）（10，16）（7，13）－6

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

勝馬の
紹 介

フクサンローズ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．3．26 中京2着

2014．3．22生 牝5鹿 母 エレガントフラッグ 母母 ジュビロレディ 15戦4勝 賞金 52，127，000円
※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。
（非抽選馬） 3頭 ヴィーグリーズ号・ハシカミ号・ベバスカーン号

５レース目



（1中山4）第9日 9月29日（日曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175頭 本 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
厩務員出走奨励金

384，400，000円
29，500，000円
6，380，000円
47，830，000円
9，000，000円
74，774，500円
5，142，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
1，243，953，300円
1，464，787，800円
582，068，800円
2，874，060，100円
1，363，580，000円
1，758，011，000円
4，674，755，400円
7，794，945，300円
551，196，300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 22，307，358，000円

総入場人員 34，347名 （有料入場人員 30，896名）



令和1年度 第4回中山競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，461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
厩務員出走奨励金

2，337，740，000円
28，430，000円
224，220，000円
19，300，000円
268，760，000円
9，000，000円
612，758，500円
42，232，200円
14，025，600円

勝馬投票券売得金
6，628，526，500円
9，194，153，100円
3，115，203，000円
14，599，280，000円
6，722，305，100円
9，402，849，200円
22，367，062，800円
33，451，728，900円
2，715，542，400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 108，196，651，000円

総入場延人員 218，657名 （有料入場延人員 140，787名）
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