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25037 9月18日 雨 稍重 （28中山4）第4日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10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
1：52．7
1：50．9

良
不良

23 マイネルレンカ 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 438＋ 21：56．0 12．1�

47 ジェイケイライジン 牡2栗 54 勝浦 正樹小谷野次郎氏 柴田 政人 浦河 富塚ファーム 464－ 41：56．74 7．8�
36 スフィーダグリーン 牡2鹿 54 石橋 脩斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 新冠橋本牧場 526＋ 41：56．8� 7．6�
815 ダウンザライン 牡2芦 54 蛯名 正義�Basic 尾形 充弘 新冠 ラツキー牧場 464＋121：57．01� 2．8�
11 スプリングフット 牡2鹿 54 宮崎 北斗島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 458－ 41：57．63� 147．1	
24 デ ス ト ロ イ 牡2栗 54

52 △木幡 初也諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 496＋ 81：57．7	 109．9

59 ヒマラヤパルプンテ 牡2黒鹿 54

52 △伴 啓太辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 井高牧場 494＋ 21：58．12� 14．2�
816 ショウナンライデン 牡2黒鹿54 吉田 豊�湘南 古賀 史生 日高 中原牧場 490－ 4 〃 クビ 7．4
510 ボウソウノカゼ 牡2青鹿 54

51 ▲菊沢 一樹江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 日高 門別 敏朗 454－ 82：00．1大差 83．2�
35 ニシノマッハ 牡2鹿 54 大野 拓弥西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 村上 欽哉 B446＋ 2 〃 クビ 10．6�
611 ヤマタケエヴァル 牡2黒鹿54 柴田 善臣山中 佳代氏 根本 康広 日高 鹿戸 正幸 472－ 42：00．2	 28．7�
714 サ ン タ ン パ 牡2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎加藤 信之氏 小野 次郎 新ひだか 斉藤 正男 B476＋102：00．3� 13．0�
713 ハービンクイーン 牝2鹿 54 津村 明秀西村 亮二氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム 452－ 62：00．72� 23．7�
12 ヨーコアスカ 牝2鹿 54 吉田 隼人竹本 弘氏 谷原 義明 新ひだか 谷藤 弘美 468－12 〃 クビ 46．2�
612 マイネルルミノーソ 牡2黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 別海 野付ライディ
ングファーム 460－ 62：01．12� 19．2�

48 キョウエイバロック 牡2鹿 54 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 新冠 ハシモトフアーム 472＋122：01．73� 125．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，906，000円 複勝： 33，332，400円 枠連： 22，572，300円
馬連： 63，525，100円 馬単： 30，413，600円 ワイド： 37，555，900円
3連複： 90，524，500円 3連単： 102，783，400円 計： 404，613，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 340円 � 320円 � 230円 枠 連（2－4） 5，260円

馬 連 �� 5，020円 馬 単 �� 11，070円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 1，270円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 13，770円 3 連 単 ��� 64，570円

票 数

単勝票数 計 239060 的中 � 15781（6番人気）
複勝票数 計 333324 的中 � 24215（6番人気）� 26740（4番人気）� 41513（2番人気）
枠連票数 計 225723 的中 （2－4） 3325（19番人気）
馬連票数 計 635251 的中 �� 9805（19番人気）
馬単票数 計 304136 的中 �� 2060（46番人気）
ワイド票数 計 375559 的中 �� 5545（21番人気）�� 7693（11番人気）�� 6476（16番人気）
3連複票数 計 905245 的中 ��� 4929（49番人気）
3連単票数 計1027834 的中 ��� 1154（205番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．7―13．5―13．3―12．7―13．0―13．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．7―50．2―1：03．5―1：16．2―1：29．2―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．8
1
3
14－5，6（1，9）16（4，13）（8，12，15）（7，10）2－3－11・（14，5，6，9）（16，15）3，13－（1，12，2）（7，8）4，11，10

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

勝馬の
紹 介

マイネルレンカ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2016．8．20 新潟12着

2014．5．15生 牡2黒鹿 母 ラビングトスカーナ 母母 アンファテュエ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルルミノーソ号・キョウエイバロック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成28年10月18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。
（非当選馬） 2頭 タリホー号・ブラウンヘルシャー号
（非抽選馬） 2頭 ゴールドコーナー号・サノリュウ号

25038 9月18日 雨 良 （28中山4）第4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

818 アウトライアーズ 牡2鹿 54 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：03．7 1．8�
714 ワンナイトインパリ 牡2鹿 54 石橋 脩青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476－102：04．12� 19．4�
715 ウインガナドル 牡2黒鹿54 津村 明秀�ウイン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 62：04．2クビ 10．4�
47 リパーカッション 牡2鹿 54 戸崎 圭太石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 496＋ 22：04．62� 3．2�
12 マイネルクロニクル 牡2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 460± 0 〃 クビ 22．6�
59 シゲルヤマアラシ 牡2栗 54

53 ☆長岡 禎仁森中 蕃氏 松山 将樹 新冠 中央牧場 490＋ 22：04．91� 157．6	
713 ローリングタワー 牡2黒鹿54 柴田 善臣本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 420＋ 42：05．21� 176．2

11 マイネルハレオ 牡2栗 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 424± 0 〃 アタマ 239．7�
36 ル ド ベ キ ア 牝2栗 54 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 武市 康男 浦河 中村 雅明 444＋ 42：05．3� 41．7�
24 メガミノキセキ 牝2黒鹿54 武士沢友治落合 幸弘氏 矢野 英一 様似 中村 俊紀 B462－ 42：05．51� 34．7
816 レッドエレノア 牝2青鹿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 508＋ 22：05．71� 10．4�
35 コ ロ リ ズ ム 牝2鹿 54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新冠 シンユウフアーム 444＋ 62：05．91� 59．2�
817 キングファースト 牡2鹿 54 柴山 雄一平口 信行氏 相沢 郁 浦河 大柳ファーム 480＋ 82：06．11� 100．3�
612 カ ツ オ ブ シ 牡2芦 54 黛 弘人小原 該一氏 和田 雄二 鹿児島 釘田 義美 466－ 62：06．31� 88．0�
510 コスモフリーザー 牡2芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 浦河 桑田フアーム 400± 0 〃 ハナ 278．1�
611 コロリアージュ 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 日高 新井 昭二 426＋ 82：06．72� 158．7�
23 ゴ ウ ケ ン 牡2鹿 54

52 △木幡 初也�ミルファーム 石栗 龍彦 日高 藤本ファーム 434± 02：06．8クビ 228．7�
48 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 462－ 42：07．11� 342．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，087，800円 複勝： 59，702，900円 枠連： 21，032，700円
馬連： 68，132，900円 馬単： 40，524，500円 ワイド： 42，204，900円
3連複： 96，841，900円 3連単： 138，900，800円 計： 503，428，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 300円 � 180円 枠 連（7－8） 420円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 610円 �� 340円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 9，430円

票 数

単勝票数 計 360878 的中 � 151961（1番人気）
複勝票数 計 597029 的中 � 268040（1番人気）� 28143（5番人気）� 60120（3番人気）
枠連票数 計 210327 的中 （7－8） 38478（2番人気）
馬連票数 計 681329 的中 �� 34741（5番人気）
馬単票数 計 405245 的中 �� 15214（5番人気）
ワイド票数 計 422049 的中 �� 17538（5番人気）�� 34994（2番人気）�� 7546（15番人気）
3連複票数 計 968419 的中 ��� 25722（8番人気）
3連単票数 計1389008 的中 ��� 10679（25番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．8―13．0―13．7―12．7―12．2―11．8―11．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．8―49．8―1：03．5―1：16．2―1：28．4―1：40．2―1：52．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．3
1
3

・（3，15）13（5，9）2（6，12）（1，18）11，7，16（10，4）－（17，8，14）・（3，15）（13，14）（5，9）18（2，6，12）7（1，16）（11，4）（10，17）－8
2
4
3，15（5，9，13）（2，12）6（1，18）11（7，16）10（4，14）（17，8）・（15，13，14）（3，9，18）（5，7）（2，6）（1，12，16）（11，17，4）10－8

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アウトライアーズ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．8．6 新潟2着

2014．3．24生 牡2鹿 母 ウィストラム 母母 リュドゥパーム 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 ゴウケン号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 ゴウケン号は，発走調教再審査。
※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 アーリーサプライズ号・セイユウルビー号・トラネコ号・ピンキージョーンズ号・マイネルアレックス号・

ワインアンドダイン号

第４回 中山競馬 第４日



25039 9月18日 雨 稍重 （28中山4）第4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 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

714 ボールドアテンプト 牝3黒鹿 54
52 △木幡 初也�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 B458－ 81：55．2 25．5�
816 クールマジョリック 牝3鹿 54 吉田 豊川上 哲司氏 矢野 英一 浦河 中島牧場 458－101：55．41� 6．4�
36 デルマタスケ 牡3芦 56 丸山 元気浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 450＋ 41：55．93 14．9�
815 ビレッジエンペラー 牡3栗 56 木幡 初広村山 輝雄氏 牧 光二 新冠 川島牧場 496＋ 81：56．21� 72．4�
48 オールドラゴン 牡3栗 56 横山 典弘宮田 守氏 黒岩 陽一 新冠 新冠伊藤牧場 428＋ 21：56．3� 5．4�
24 ドクタースマート 牝3鹿 54 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 446＋ 41：56．4� 178．3	
47 ジュントップヒトミ 牝3鹿 54 大野 拓弥河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 432＋ 61：56．5クビ 4．2

12 トウカイビヨンド 牡3栗 56 川田 将雅内村 正則氏 栗田 徹 浦河 帰山 清貴 B508＋ 41：56．6� 4．1�
713 チャオアプレスト 牡3鹿 56

54 △伴 啓太 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 洞�湖 レイクヴィラファーム 444－ 4 〃 ハナ 49．7
510 カリスマフォンテン 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 502＋ 2 〃 ハナ 19．1�
11 ラルゴランド 牝3黒鹿54 田中 勝春井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 408－ 81：56．91� 18．1�
612 パントコート 牝3鹿 54 蛯名 正義伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 462＋ 41：58．39 6．8�
611 ヤワタフェスタ 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也平岩 健一氏 菊川 正達 日高 木村牧場 466－ 41：58．4� 71．3�
35 アップアストーム 牡3栗 56 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド B440＋ 21：59．35 88．9�
59 シゲルカツオ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか 嶋田牧場 516＋ 22：00．15 156．6�
23 デ ネ ブ 牝3青鹿 54

52 △原田 和真山内 晃氏 和田正一郎 新ひだか 木村 秀則 532＋102：00．2� 129．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，228，400円 複勝： 37，394，300円 枠連： 19，811，700円
馬連： 63，532，100円 馬単： 31，077，400円 ワイド： 37，273，100円
3連複： 88，095，200円 3連単： 108，637，300円 計： 410，049，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，550円 複 勝 � 700円 � 200円 � 470円 枠 連（7－8） 3，860円

馬 連 �� 6，950円 馬 単 �� 16，230円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 4，680円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 27，050円 3 連 単 ��� 149，170円

票 数

単勝票数 計 242284 的中 � 7580（9番人気）
複勝票数 計 373943 的中 � 11986（9番人気）� 60090（2番人気）� 19254（7番人気）
枠連票数 計 198117 的中 （7－8） 3974（14番人気）
馬連票数 計 635321 的中 �� 7077（27番人気）
馬単票数 計 310774 的中 �� 1436（55番人気）
ワイド票数 計 372731 的中 �� 5087（27番人気）�� 2008（38番人気）�� 7843（13番人気）
3連複票数 計 880952 的中 ��� 2442（69番人気）
3連単票数 計1086373 的中 ��� 528（397番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．8―13．4―12．8―12．8―12．7―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．8―50．2―1：03．0―1：15．8―1：28．5―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．4
1
3
15（2，5）8，14，7，16（1，6，10，12）3－9－4（11，13）
15，2（14，5，8，12）（7，10，6）16，1－13（4，9，3）－11

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

勝馬の
紹 介

ボールドアテンプト �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．1．23 中山5着

2013．1．22生 牝3黒鹿 母 タイムトラベリング 母母 ジョリーザザ 6戦1勝 賞金 4，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アップアストーム号・デネブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月18日

まで平地競走に出走できない。
シゲルカツオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月18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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アペリラ号・ショウナンハウメア号・スマートアルファ号・マイネルサダクビア号
（非抽選馬） 6頭 アイティターボ号・コスモオリオン号・スカイステージ号・ドウザンブルー号・ヤシマスマイル号・

レッドスペラーレ号

25040 9月18日 雨
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（28中山4）第4日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，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3：10．2良・良

22 � ブライアンキング 牡4鹿 60 植野 貴也林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 488＋ 63：15．4 9．8�
33 レジェンドパワー �4黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 438± 03：16．57 3．0�
78 トーセンメリッサ 牝4青 58 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 462＋ 63：16．81� 6．1�
810� ブリリアントミノル 牡5鹿 60 石神 深一吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 458＋ 63：17．54 18．3�
55 プ レ ス リ ー 牡5黒鹿60 蓑島 靖典田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 山口 義彦 500－ 83：17．81� 2．7�
66 � ユアーザワン 牡4青 60 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 494＋ 43：19．07 43．2	
811� エクセレントミノル 牡5鹿 60 山本 康志吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 23：20．27 8．5

79 トーアヒミコ 牝3黒鹿56 大庭 和弥高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 454± 03：20．73 15．9�
67 � ポ ロ ロ ッ カ 牝6青鹿58 江田 勇亮ミルファーム 石毛 善彦 新冠 ラツキー牧場 468－ 63：21．76 112．2�
44 ジョージジョージ 牡6栗 60 金子 光希北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 470＋ 43：30．0大差 65．4�
11 シゲルメジロ 牡3黒鹿58 草野 太郎森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 漆原 武男 446＋ 4 （競走中止） 100．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，012，800円 複勝： 23，830，500円 枠連： 13，953，000円
馬連： 41，345，700円 馬単： 29，095，300円 ワイド： 24，495，700円
3連複： 64，331，400円 3連単： 112，337，200円 計： 330，401，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 250円 � 150円 � 200円 枠 連（2－3） 1，630円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 540円 �� 940円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 19，150円

票 数

単勝票数 計 210128 的中 � 16985（5番人気）
複勝票数 計 238305 的中 � 20758（5番人気）� 48042（2番人気）� 29688（4番人気）
枠連票数 計 139530 的中 （2－3） 6613（8番人気）
馬連票数 計 413457 的中 �� 19742（7番人気）
馬単票数 計 290953 的中 �� 5731（15番人気）
ワイド票数 計 244957 的中 �� 11539（5番人気）�� 6228（13番人気）�� 16888（3番人気）
3連複票数 計 643314 的中 ��� 17750（8番人気）
3連単票数 計1123372 的中 ��� 4251（63番人気）
上り 1マイル 1：50．2 4F 54．7－3F 40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ブライアンキング �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ジェイドロバリー

2012．4．17生 牡4鹿 母 オオトリヘプバーン 母母 ミラクルミユキ 障害：4戦1勝 賞金 8，600，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 シゲルメジロ号は，1周目1号坂路でつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※シゲルメジロ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



25041 9月18日 曇 良 （28中山4）第4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）

牝，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

510 ヒ ス ト リ ア 牝2鹿 54 蛯名 正義山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 448 ―1：39．2 3．2�
815 ベストティアーズ 牝2青 54 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 太 むかわ 上水牧場 472 ―1：39．3� 7．6�
612 ヴィアグローリアス 牝2青鹿 54

51 ▲木幡 巧也日下部勝德氏 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 442 ― 〃 ハナ 4．7�

24 シーズララバイ 牝2栗 54 柴田 善臣吉田 千津氏 竹内 正洋 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432 ―1：39．4� 6．7�

611 ア プ ト 牝2黒鹿54 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 446 ―1：39．71� 12．4�

35 ウインブリアン 牝2青鹿54 石橋 脩�ウイン 大和田 成 新冠 コスモヴューファーム 410 ― 〃 ハナ 14．4	
713 タイセイモーション 牝2鹿 54 大野 拓弥田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 小島牧場 442 ―1：39．8� 21．6

12 カパルチャルシュ 牝2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 436 ― 〃 ハナ 23．9�
36 ア ヤ シ 牝2黒鹿 54

52 △原田 和真木村 廣太氏 池上 昌弘 新ひだか 本桐牧場 490 ― 〃 ハナ 73．4
47 ウォルプタス 牝2青鹿54 松岡 正海本間 充氏 和田正一郎 日高 本間牧場 438 ―1：39．9� 21．2�
714 コンプレアンノ 牝2鹿 54 戸崎 圭太柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 432 ― 〃 アタマ 33．5�
59 グラスセレーネ 牝2栗 54 柴山 雄一半沢� 佐藤 吉勝 新ひだか 松田牧場 422 ―1：40．0� 128．1�
23 トミケンアディム 牝2黒鹿54 丸山 元気冨樫 賢二氏 田島 俊明 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474 ―1：40．1� 15．7�
48 プ ロ ー ン 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎グリーンスウォード高市 圭二 新冠 芳住 鉄兵 408 ―1：40．2� 66．1�
816 メイスンラック 牝2黒鹿54 津村 明秀梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 468 ―1：40．3クビ 34．1�
11 アリエススター 牝2鹿 54 菅原 隆一島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 474 ―1：40．72� 102．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，599，700円 複勝： 41，211，000円 枠連： 22，199，300円
馬連： 66，967，300円 馬単： 32，975，900円 ワイド： 39，038，700円
3連複： 87，174，500円 3連単： 103，254，700円 計： 426，421，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 200円 � 170円 枠 連（5－8） 1，140円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 500円 �� 440円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 8，080円

票 数

単勝票数 計 335997 的中 � 82921（1番人気）
複勝票数 計 412110 的中 � 85218（1番人気）� 48246（4番人気）� 60623（2番人気）
枠連票数 計 221993 的中 （5－8） 15074（4番人気）
馬連票数 計 669673 的中 �� 40505（2番人気）
馬単票数 計 329759 的中 �� 11645（2番人気）
ワイド票数 計 390387 的中 �� 20286（2番人気）�� 23486（1番人気）�� 13954（4番人気）
3連複票数 計 871745 的中 ��� 34458（1番人気）
3連単票数 計1032547 的中 ��� 9264（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―25．0―38．1―51．2―1：04．1―1：16．2―1：27．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒ ス ト リ ア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Mr. Greeley 初出走

2014．2．6生 牝2鹿 母 ア ル ヴ ィ ス 母母 Extraterrestral 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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウィンガーランド号・クールファンタジー号

25042 9月18日 曇 良 （28中山4）第4日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

715 ア ク ー ト 牡3鹿 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 430－ 82：01．9 23．4�
713 ウインガーネット 牝3黒鹿54 戸崎 圭太�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 490－ 22：02．21� 3．5�
11 クードヴァン 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 62：02．62� 13．5�
23 レッドバルトーク 牡3黒鹿56 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 448＋ 22：02．7� 19．7�
817 スギノグローアップ 牡3鹿 56 田辺 裕信杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 B480－ 62：02．8� 11．0	
818 エターナルブーケ 牝3黒鹿54 石橋 脩石川 達絵氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 458＋ 6 〃 ハナ 3．6

714 ライトリーチューン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也 �グリーンファーム牧 光二 千歳 社台ファーム 450－ 4 〃 クビ 15．5�
816 デ ィ ク タ ム 牡3鹿 56 丸山 元気吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 458－ 82：02．9� 11．9�
510 ジェネスローズ 牝3黒鹿54 川田 将雅山口 淳子氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム B412＋ 22：03．0クビ 13．7
611 タイタンアルム 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540＋ 6 〃 ハナ 82．4�
47 ミニョンレーヌ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�ターフ・スポート国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 458＋162：03．21	 47．2�
36 カルマフォース 牝3鹿 54 蛯名 正義花野 友象氏 田中 清隆 新冠 競優牧場 472＋ 22：03．62� 40．7�
612 ワイドチキチータ 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎幅田 昌伸氏 武井 亮 浦河 有限会社
吉田ファーム 426＋ 62：04．02� 160．6�

35 ウインクロノス 牡3栗 56 松岡 正海�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 42：05．38 84．0�
24 
 フィルバート 牝3鹿 52 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 豪 Caradale Pty Ltd,

Chelsaus（Ireland） 498 ―2：05．51 8．3�
48 ルックオブラヴ 牝3鹿 54 黛 弘人広尾レース� 黒岩 陽一 新ひだか 木村 秀則 460－ 42：05．6� 147．0�
12 ニシノタカラモノ 牡3青鹿56 草野 太郎西山 茂行氏 杉浦 宏昭 浦河 高昭牧場 508＋182：21．7大差 276．6�
59 シャンティエン 牡3黒鹿56 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 480－ 22：26．0大差 355．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，998，000円 複勝： 56，108，700円 枠連： 31，373，600円
馬連： 86，732，400円 馬単： 41，493，900円 ワイド： 50，243，500円
3連複： 114，352，700円 3連単： 140，445，500円 計： 557，748，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，340円 複 勝 � 650円 � 160円 � 360円 枠 連（7－7） 1，450円

馬 連 �� 6，200円 馬 単 �� 16，030円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 5，340円 �� 990円

3 連 複 ��� 27，120円 3 連 単 ��� 201，230円

票 数

単勝票数 計 369980 的中 � 12607（10番人気）
複勝票数 計 561087 的中 � 17963（10番人気）� 118424（1番人気）� 35899（7番人気）
枠連票数 計 313736 的中 （7－7） 16698（6番人気）
馬連票数 計 867324 的中 �� 10827（22番人気）
馬単票数 計 414939 的中 �� 1941（61番人気）
ワイド票数 計 502435 的中 �� 5846（24番人気）�� 2358（53番人気）�� 13561（11番人気）
3連複票数 計1143527 的中 ��� 3162（86番人気）
3連単票数 計1404455 的中 ��� 506（587番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．3―12．2―13．0―12．8―12．7―11．7―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．1―48．3―1：01．3―1：14．1―1：26．8―1：38．5―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．1
1
3

11－（5，14）（12，18）1（8，10，17）2，16（6，7，15）－13－3－4－9
11（15，18）13（14，10，17）（5，12，16）（1，8）7（2，4）（3，6）＝9

2
4

11＝（5，14）18（1，12）（10，17）8（2，16）（6，7，15）（3，13）－4＝9・（11，15）（18，13）（14，10，17）（12，16）1（5，3，8）7，6，4－2＝9
勝馬の
紹 介

ア ク ー ト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．4．24 東京4着

2013．4．7生 牡3鹿 母 シャーペンエッジ 母母 シャープキック 3戦1勝 賞金 4，950，000円
〔その他〕 ニシノタカラモノ号は，競走中に疾病〔両前浅屈腱断裂〕を発症。なお，同馬は予後不良。

シャンティエン号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕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。
※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。
（非当選馬） 1頭 ミカタ号



25043 9月18日 曇 稍重 （28中山4）第4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

816 トウショウカウント 牡4栗 57
55 △井上 敏樹トウショウ産業� 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 506＋ 41：11．3 3．2�

24 シゲルテングダイ 牡3栗 55 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 大林ファーム 484－ 41：11．72� 25．7�
815 シゲルヒラマサ 牡3芦 55 勝浦 正樹森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 466± 01：11．91� 12．6�
48 タイガーヴォーグ 牡3鹿 55

52 ▲野中悠太郎千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 482＋ 41：12．21� 5．1�
12 コンドルヒデオ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 小島牧場 506＋ 2 〃 クビ 3．1�
11 ヴェイルドスケール 牡4鹿 57 柴山 雄一 	社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B516－121：12．3クビ 35．3

713 メイショウキシドウ 牡4鹿 57 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 21：12．72� 74．6�
510	 ウインバローラス 牡4鹿 57 丹内 祐次�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 B478± 0 〃 クビ 24．2�
612	 スガノギムレット 牡5青鹿57 丸田 恭介菅原 光博氏 清水 英克 新ひだか 田上 稔 472－191：13．12� 127．7
36 	 ステラルーチェ 牡4栗 57 江田 照男池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム 484＋ 21：13．2� 9．5�
714 ガイアトウショウ 牝3栗 53

50 ▲木幡 巧也トウショウ産業� 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 462＋ 81：13．51� 19．2�
35 	 シベリアンマッシブ 牡4黒鹿 57

55 △木幡 初也藤田 在子氏 矢野 英一 新ひだか 木田牧場 482－ 2 〃 クビ 223．8�
23 	 ビジータイム 牝5青鹿 55

52 ▲菊沢 一樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 404± 01：13．82 144．0�

611 スマイルハッピー 牝4鹿 55 嘉藤 貴行臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 B444－101：14．01� 31．0�
47 グランリゲル 牡3鹿 55 横山 典弘島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 428± 01：14．1� 69．0�
（15頭）

59 コスモキーマン 牡4鹿 57 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 川越ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 34，974，100円 複勝： 45，895，700円 枠連： 23，881，000円
馬連： 87，373，300円 馬単： 42，833，000円 ワイド： 47，682，800円
3連複： 114，279，700円 3連単： 151，681，300円 計： 548，600，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 540円 � 310円 枠 連（2－8） 2，560円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 4，060円

ワ イ ド �� 980円 �� 630円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 7，600円 3 連 単 ��� 32，010円

票 数

単勝票数 差引計 349741（返還計 320） 的中 � 86865（2番人気）
複勝票数 差引計 458957（返還計 161） 的中 � 91010（2番人気）� 18168（8番人気）� 35201（5番人気）
枠連票数 差引計 238810（返還計 17） 的中 （2－8） 7218（10番人気）
馬連票数 差引計 873733（返還計 1229） 的中 �� 25557（9番人気）
馬単票数 差引計 428330（返還計 643） 的中 �� 7899（12番人気）
ワイド票数 差引計 476828（返還計 664） 的中 �� 12461（9番人気）�� 20360（6番人気）�� 5304（27番人気）
3連複票数 差引計1142797（返還計 3025） 的中 ��� 11272（26番人気）
3連単票数 差引計1516813（返還計 5770） 的中 ��� 3435（91番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．8―12．2―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．5―46．7―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウカウント �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2014．8．17 新潟3着

2012．4．25生 牡4栗 母 バーニントウショウ 母母 サマンサトウショウ 14戦2勝 賞金 35，300，000円
〔出走取消〕 コスモキーマン号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エピックマジック号・サマニー号

25044 9月18日 曇 稍重 （28中山4）第4日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14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

24 アドマイヤピンク 牝4栗 55 柴山 雄一近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 474＋101：54．4 14．6�
816 シフォンカール 牝3芦 52

50 △井上 敏樹 �シルクレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：54．5� 11．6�
714 ブラボーリリック 牝3芦 52 蛯名 正義松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 446－ 81：54．71 18．6�
611 テンノサクラコ 牝3黒鹿 52

49 ▲野中悠太郎天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 482－ 2 〃 アタマ 19．6�
23 � モ シ モ シ 牝6黒鹿55 戸崎 圭太小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 428－ 4 〃 ハナ 3．9�
35 グランドエンジェル 牝5鹿 55 江田 照男�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 462－ 21：54．91� 6．2	
59 ポ ロ ス 牝3鹿 52 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 460＋ 41：55．11 37．8

47 イダフェイマ 牝3芦 52

50 △伴 啓太張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 522－ 81：55．52	 16．5�
713 エヴァンジル 牝4黒鹿55 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 476＋ 81：55．71	 13．8�
11 レディーゴー 牝3鹿 52

49 ▲木幡 巧也髙岡 義雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 B484＋ 4 〃 ハナ 6．3
12 � ミスチフウイッチ 牝4黒鹿 55

52 ▲菊沢 一樹 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 462＋ 61：56．12	 27．8�
48 ア ウ ア ウ 牝3鹿 52 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 492－ 21：56．2クビ 7．2�
36 � スズヨサムソン 牝4黒鹿 55

53 △木幡 初也鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 472± 01：56．41	 24．8�
612 レッドフレンジー 牝3栗 52 田中 博康 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 438＋ 6 〃 クビ 134．4�
510 ドリームメモリー 牝4鹿 55

54 ☆長岡 禎仁田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 460± 01：57．46 167．7�
815 ディオーサシチー 牝6鹿 55

53 △原田 和真 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 476± 01：57．61 32．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，212，100円 複勝： 49，217，100円 枠連： 31，228，700円
馬連： 95，692，900円 馬単： 42，377，400円 ワイド： 52，585，900円
3連複： 128，872，100円 3連単： 156，862，900円 計： 590，049，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 400円 � 450円 � 560円 枠 連（2－8） 1，990円

馬 連 �� 8，820円 馬 単 �� 18，010円

ワ イ ド �� 2，960円 �� 2，800円 �� 3，080円

3 連 複 ��� 36，560円 3 連 単 ��� 244，570円

票 数

単勝票数 計 332121 的中 � 18075（7番人気）
複勝票数 計 492171 的中 � 33180（5番人気）� 29041（6番人気）� 22335（10番人気）
枠連票数 計 312287 的中 （2－8） 12106（9番人気）
馬連票数 計 956929 的中 �� 8403（35番人気）
馬単票数 計 423774 的中 �� 1764（80番人気）
ワイド票数 計 525859 的中 �� 4574（38番人気）�� 4854（36番人気）�� 4391（41番人気）
3連複票数 計1288721 的中 ��� 2643（139番人気）
3連単票数 計1568629 的中 ��� 465（943番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．6―13．4―12．9―12．5―12．9―12．9―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．1―49．5―1：02．4―1：14．9―1：27．8―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．5
1
3
15，7，8（6，10）14，1，5，16，2－（4，11）－3，13－9－12・（15，7，14）－（8，16，5）10（6，1，4）13（2，11，3）9－12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤピンク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 High Yield デビュー 2014．8．3 新潟7着

2012．2．29生 牝4栗 母 ストゥデンテッサ 母母 Student Body Pres 24戦2勝 賞金 38，782，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ミライヘノサイン号



25045 9月18日 曇 稍重 （28中山4）第4日 第9競走 ��
��1，200�

う ら や す

浦 安 特 別
発走14時35分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

47 キープレイヤー 牝5青鹿55 嶋田 純次下河邉 博氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 524＋201：11．1 77．9�

12 � ヨ ン カ ー 牡3芦 55 戸崎 圭太吉田 和美氏 和田正一郎 米
Machmer Hall
& Golden Pedi-
gree LLC

548－ 81：11．2	 1．7�
815 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 468＋ 61：11．3クビ 5．4�
24 トーセンミッション 牡4栗 57 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B504＋ 21：11．4	 49．7�
611 カ ネ ノ イ ロ 牡3鹿 55 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 460＋141：11．5クビ 18．3�
612� カフジオリオン 牡4鹿 57 蛯名 正義加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 484＋141：11．6	 12．1	
35 カ ネ ー タ 牡4黒鹿57 丸山 元気髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 512－ 21：11．7
 8．9

11 タイセイラルーナ 牝3栗 53 吉田 隼人田中 成奉氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 478＋ 8 〃 クビ 33．1�
59 テーオーソルジャー 牡5栗 57 丹内 祐次小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 468－10 〃 ハナ 20．4�
714� ブルーミーフラワー 牡5鹿 57 村田 一誠 クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 492＋101：12．23 60．9�
713� パラダイスガーデン 牝4栗 55 木幡 巧也岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Crossroads

Farm, LLC 480＋ 2 〃 クビ 55．6�
510 ラスパジャサーダス 牝4芦 55 松岡 正海佐々木雄二氏 中舘 英二 伊達 高橋農場 450－ 4 〃 ハナ 32．1�
48 オーマイガイ 牡3栗 55 田辺 裕信廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 448＋14 〃 ハナ 17．6�
36 � ランディングバース 牡4鹿 57 柴山 雄一 �シルクレーシング 加藤 征弘 米 Joe Walkoviak &

Gene Walkoviak B538－ 71：12．3
 184．9�
23 ヒカルランナー 牡7鹿 57 菊沢 一樹安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 524＋ 21：12．72
 316．9�
816 タンブルブルータス 牡7鹿 57 津村 明秀ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 494－ 41：13．44 178．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，417，800円 複勝： 83，305，200円 枠連： 37，415，600円
馬連： 163，759，900円 馬単： 91，267，200円 ワイド： 75，446，100円
3連複： 196，581，900円 3連単： 293，779，600円 計： 1，001，973，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，790円 複 勝 � 1，060円 � 110円 � 160円 枠 連（1－4） 1，330円

馬 連 �� 6，040円 馬 単 �� 20，810円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 4，660円 �� 250円

3 連 複 ��� 9，290円 3 連 単 ��� 117，670円

票 数

単勝票数 計 604178 的中 � 6202（13番人気）
複勝票数 計 833052 的中 � 9578（13番人気）� 355447（1番人気）� 113418（2番人気）
枠連票数 計 374156 的中 （1－4） 21659（5番人気）
馬連票数 計1637599 的中 �� 21004（19番人気）
馬単票数 計 912672 的中 �� 3288（52番人気）
ワイド票数 計 754461 的中 �� 8900（23番人気）�� 3651（44番人気）�� 94006（1番人気）
3連複票数 計1965819 的中 ��� 15854（29番人気）
3連単票数 計2937796 的中 ��� 1810（345番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．5―12．1―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．1―46．2―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キープレイヤー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．2．18 東京5着

2011．3．20生 牝5青鹿 母 ニイガッタメール 母母 ロイヤルティアラ 19戦4勝 賞金 48，193，000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。
（非抽選馬） 6頭 セトアロー号・ヨウライフク号・ライドオンウインド号・ラブミークン号・リッシンロケット号・ロゼッタストーン号

25046 9月18日 曇 良 （28中山4）第4日 第10競走 ��
��2，000�レインボーステークス

発走15時10分 （芝・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54�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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

11 � シャドウパーティー 	7鹿 57 川田 将雅飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge
Park Stud 492± 02：00．4 17．4�

711 マローブルー 牝5鹿 55 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 日高 日高大洋牧場 470－ 22：00．5
 2．5�

46 ケイアイチョウサン 牡6黒鹿57 丸山 元気�チョウサン 和田 雄二 平取 坂東牧場 450－ 22：00．6� 24．7�
69 シャドウウィザード 	6黒鹿57 石橋 脩飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 482＋ 4 〃 クビ 42．1�
813 ハッピーモーメント 牡6鹿 57 津村 明秀 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 498＋ 42：00．7
 13．0	
712 ウインオリアート 牝5黒鹿55 松岡 正海�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 450＋ 62：00．8
 33．7

610 カレンリスベット 牝5黒鹿55 蛯名 正義鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 486± 02：00．9� 19．6�
58 ワールドレーヴ 牡6黒鹿57 田辺 裕信嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 472－ 42：01．0� 8．4�
45 カルヴァリオ 	3鹿 54 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 42：01．1クビ 2．8
57 シンボリジャズ 牡6鹿 57 木幡 巧也シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 488－ 62：01．31
 27．3�
33 マイネルジェイド 牡6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 コスモヴューファーム 464± 02：01．93
 49．4�
814� サクラボールド 牡9栗 57 横山 和生�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 470－ 22：02．0
 84．4�
34 � レッドシャンクス 	7鹿 57 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Robert Power

Bloodstock Ltd 476＋ 42：02．32 47．4�
22 ロジメジャー 牡7黒鹿57 江田 照男久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B498＋ 82：03．78 47．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 61，750，400円 複勝： 77，960，400円 枠連： 39，654，500円
馬連： 180，472，600円 馬単： 85，614，600円 ワイド： 84，527，900円
3連複： 239，770，900円 3連単： 375，050，600円 計： 1，144，801，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 340円 � 140円 � 450円 枠 連（1－7） 1，560円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 680円 �� 2，820円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 8，230円 3 連 単 ��� 54，200円

票 数

単勝票数 計 617504 的中 � 28373（5番人気）
複勝票数 計 779604 的中 � 48492（5番人気）� 205927（1番人気）� 34441（7番人気）
枠連票数 計 396545 的中 （1－7） 19651（6番人気）
馬連票数 計1804726 的中 �� 91341（5番人気）
馬単票数 計 856146 的中 �� 15419（15番人気）
ワイド票数 計 845279 的中 �� 33464（5番人気）�� 7380（30番人気）�� 20637（10番人気）
3連複票数 計2397709 的中 ��� 21834（24番人気）
3連単票数 計3750506 的中 ��� 5016（158番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．4―11．6―12．4―12．0―12．3―12．4―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―34．9―46．5―58．9―1：10．9―1：23．2―1：35．6―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シャドウパーティー �
�
父 King’s Best �

�
母父 Desert Prince デビュー 2011．10．30 東京2着

2009．2．20生 	7鹿 母 Glinting Desert 母母 Dazzling Park 29戦5勝 賞金 110，549，000円

１レース目
３レース目



25047 9月18日 曇 良 （28中山4）第4日 第11競走 ��
��2，200�第70回朝日杯セントライト記念（ＧⅡ）

発走15時45分 （菊花賞トライアル） （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

朝日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 868，000円 248，000円 124，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

44 ディーマジェスティ 牡3鹿 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 476＋ 42：13．1 1．4�
710 ゼーヴィント 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 クビ 6．8�
79 プロディガルサン 牡3鹿 56 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496＋ 82：13．31� 8．1�
67 ネイチャーレット 牡3鹿 56 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 446－ 42：13．51� 130．9�
811 ノーブルマーズ 牡3栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 470± 0 〃 ハナ 47．6	
11 メートルダール 牡3鹿 56 北村 宏司 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：13．6クビ 13．9

55 マウントロブソン 牡3芦 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 486＋182：13．7� 13．5�
22 ピースマインド 牡3鹿 56 大野 拓弥小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 434－ 4 〃 アタマ 98．8�
33 プロフェット 牡3鹿 56 石橋 脩 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462＋ 62：13．91� 34．8
812 ステイパーシスト 牡3黒鹿56 吉田 豊吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 62：14．0� 26．5�
68 ケンホファヴァルト 牡3鹿 56 柴田 善臣中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 446－ 42：14．21 215．3�
56 キークラッカー 牡3鹿 56 柴田 大知北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 512＋102：14．73 60．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 213，030，100円 複勝： 481，868，600円 枠連： 108，773，700円 馬連： 531，709，900円 馬単： 379，996，200円
ワイド： 280，438，300円 3連複： 826，563，300円 3連単： 2，246，375，900円 5重勝： 636，348，500円 計： 5，705，104，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（4－7） 200円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 180円 �� 210円 �� 580円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 1，820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����� 729，040円

票 数

単勝票数 計2130301 的中 � 1206753（1番人気）
複勝票数 計4818686 的中 � 3467040（1番人気）� 309309（2番人気）� 288097（3番人気）
枠連票数 計1087737 的中 （4－7） 412486（1番人気）
馬連票数 計5317099 的中 �� 1033424（1番人気）
馬単票数 計3799962 的中 �� 582057（1番人気）
ワイド票数 計2804383 的中 �� 452262（1番人気）�� 360971（2番人気）�� 96832（7番人気）
3連複票数 計8265633 的中 ��� 797204（1番人気）
3連単票数 計22463759 的中 ��� 892651（1番人気）
5重勝票数 計6363485 的中 ����� 611

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―24．1―36．1―48．3―1：01．0―1：13．5―1：26．0―1：37．7―1：49．4―2：00．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディーマジェスティ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．9．5 札幌2着

2013．3．24生 牡3鹿 母 エルメスティアラ 母母 シンコウエルメス 7戦4勝 賞金 285，432，000円
〔制裁〕 キークラッカー号の騎手柴田大知は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・4番）

プロディガルサン号の騎手田辺裕信は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりディーマジェスティ号・ゼーヴィント号・プロディガルサン号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

25048 9月18日 曇 良 （28中山4）第4日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時25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

24 フクノグローリア 牝4黒鹿 55
52 ▲木幡 巧也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 464＋101：09．4 7．0�

36 アークアーセナル 牡3鹿 55
53 △木幡 初也小阪 優友氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 468－ 21：09．5	 4．4�

11 サクラベルカント 牡4鹿 57 戸崎 圭太�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 530± 01：09．71
 6．6�
12 � チェルカトーレ 牝4栗 55 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 菊川 正達 えりも エクセルマネジメント 426± 01：09．91
 9．2�
815 リップルトウショウ 牝3青鹿53 大野 拓弥トウショウ産業� 武井 亮 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 446＋ 2 〃 クビ 11．5�
713 エ ク ス シ ア 牝5鹿 55

52 ▲野中悠太郎岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 438－ 41：10．0クビ 71．4	
59 ウンプテンプ 牡5鹿 57 江田 照男青山 洋一氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 486－ 8 〃 ハナ 44．7

510 セラフィーナ 牝4青鹿55 L．オールプレス 矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 B448－ 6 〃 クビ 33．9�

（新）

48 � ユヅルノオンガエシ 牝4栗 55 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 浦河 木戸口牧場 466± 01：10．1クビ 41．2�
611 クラシックマーク 牝5栗 55 柴田 大知小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 450－ 61：10．2� 28．2
47  トルセドール 牡5鹿 57 田辺 裕信窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 472－ 61：10．3	 3．9�
816 ラ シ ー ム 牝3鹿 53 丸山 元気若松 伸治氏 栗田 徹 浦河 中村 雅明 458＋ 41：10．4	 21．3�
35 � クリノツーイーソー 牡4栗 57

54 ▲菊沢 一樹栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 450＋ 2 〃 ハナ 126．3�
714 ツクバアラモード 牝6栗 55 嘉藤 貴行細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 B470＋101：10．82	 31．8�
23 スマートアリシア 牝3栗 53 田中 勝春大川 徹氏 古賀 史生 日高 いとう牧場 B432＋ 81：10．9	 15．2�
612� マルターズレーン 牡4鹿 57

55 △原田 和真藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 484＋ 21：11．11	 138．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 79，157，100円 複勝： 98，726，100円 枠連： 59，460，600円
馬連： 257，137，600円 馬単： 93，483，000円 ワイド： 111，856，200円
3連複： 311，297，200円 3連単： 473，475，300円 計： 1，484，593，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 200円 � 190円 � 260円 枠 連（2－3） 1，340円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 520円 �� 910円 �� 830円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 18，310円

票 数

単勝票数 計 791571 的中 � 89803（4番人気）
複勝票数 計 987261 的中 � 130056（3番人気）� 141432（2番人気）� 91616（5番人気）
枠連票数 計 594606 的中 （2－3） 34347（6番人気）
馬連票数 計2571376 的中 �� 151110（3番人気）
馬単票数 計 934830 的中 �� 25140（8番人気）
ワイド票数 計1118562 的中 �� 57030（4番人気）�� 30709（9番人気）�� 34212（6番人気）
3連複票数 計3112972 的中 ��� 67179（6番人気）
3連単票数 計4734753 的中 ��� 18746（37番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―11．5―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．9―46．4―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フクノグローリア �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2014．11．16 東京4着

2012．3．10生 牝4黒鹿 母 シルクヴァルキリー 母母 シルクフレアー 17戦2勝 賞金 22，350，000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） 1頭 タケデンタイガー号
（非抽選馬） 3頭 カガハリウッド号・シゲルメジロ号・リボンドグレープス号
※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。

５レース目



（28中山4）第4日 9月18日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 184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 手 当

272，320，000円
2，530，000円
7，620，000円
2，150，000円
30，770，000円
65，858，750円
5，628，200円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
658，374，300円
1，088，552，900円
431，356，700円
1，706，381，700円
941，152，000円
883，349，000円
2，358，685，300円
4，403，584，500円
636，348，500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 13，107，784，900円

総入場人員 27，306名 （有料入場人員 24，117名）
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