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25049 9月24日 曇 重 （28中山4）第5日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時05分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

48 ビービーガウディ 牡2栗 54 内田 博幸�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 452± 01：54．6 4．7�
12 ハイランドピーク 牡2青鹿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 424－ 4 〃 クビ 82．9�
510 ディアシューター 牡2黒鹿54 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中島牧場 504＋ 21：54．81� 3．4�
59 アイアムノーブル 牡2鹿 54 戸崎 圭太堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 462－ 21：54．9� 7．7	
11 パレスハングリー 牝2黒鹿54 村田 一誠西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 460－ 21：55．0� 7．4

815 シュティーア 牝2青鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 富田 恭司 436± 01：56．38 33．2�
24 ピアノイッチョウ 牝2黒鹿54 蛯名 正義小林 祥晃氏 尾形 充弘 浦河 中神牧場 518－ 41：56．83 18．8�
612 ク リ シ ュ ナ 牡2栗 54 嘉藤 貴行清水 敏氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 466－ 41：57．01 41．0
611 スズマッカートニー 牡2鹿 54 吉田 豊森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム B448± 01：57．21� 32．1�
23 ミヤビキャッスル 牝2黒鹿54 L．オールプレス 村上 義勝氏 高橋 文雅 浦河 大成牧場 490＋ 81：57．3� 146．6�

（新）

816 マイネルラムセス 牡2黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 日高 シンボリ牧場 B490－161：57．4� 161．4�

47 タ リ ホ ー 牡2黒鹿54 西田雄一郎神田 通博氏 蛯名 利弘 鹿児島 神田 通博 432－ 6 〃 ハナ 109．0�
713 シルヴァーメテオ 牡2芦 54 丸山 元気ライオンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 宮内牧場 472－ 61：57．5� 4．4�
36 ワンダフルメモリー 牝2青鹿54 田辺 裕信飯田 良枝氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 472＋ 41：59．09 13．0�
714 ペルビスワンダー 牡2黒鹿 54

52 △伴 啓太村田 滋氏 星野 忍 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 456－ 61：59．85 250．8�

35 イチネンイチクミ 牡2栗 54 田中 勝春藤本 彰氏 武市 康男 浦河 小島牧場 428－ 22：03．6大差 109．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，462，900円 複勝： 43，635，600円 枠連： 14，939，900円
馬連： 60，132，700円 馬単： 30，734，500円 ワイド： 36，695，000円
3連複： 85，477，800円 3連単： 106，230，000円 計： 404，308，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 1，650円 � 170円 枠 連（1－4） 1，440円

馬 連 �� 23，930円 馬 単 �� 30，210円

ワ イ ド �� 6，260円 �� 420円 �� 4，930円

3 連 複 ��� 21，410円 3 連 単 ��� 148，100円

票 数

単勝票数 計 264629 的中 � 44530（3番人気）
複勝票数 計 436356 的中 � 70678（3番人気）� 4707（11番人気）� 82386（1番人気）
枠連票数 計 149399 的中 （1－4） 8012（6番人気）
馬連票数 計 601327 的中 �� 1947（43番人気）
馬単票数 計 307345 的中 �� 763（75番人気）
ワイド票数 計 366950 的中 �� 1413（45番人気）�� 25183（2番人気）�� 1802（38番人気）
3連複票数 計 854778 的中 ��� 2993（64番人気）
3連単票数 計1062300 的中 ��� 520（408番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―13．3―13．0―12．4―12．5―12．6―13．1―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―37．3―50．3―1：02．7―1：15．2―1：27．8―1：40．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ビービーガウディ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．24 函館5着

2014．5．19生 牡2栗 母 エルフィンフェザー 母母 ダイナカール 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペルビスワンダー号・イチネンイチクミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

10月24日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 ウインエスターテ号・エーブインブレム号・ゴールドコーナー号・サノリュウ号・ハイハット号・

ハッピーパーティー号・ファウスト号・マイネルストラトス号
※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。

25050 9月24日 曇 稍重 （28中山4）第5日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時35分 （芝・右・外）

牝，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 625，000
625，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

23 トワイライトライフ 牝2鹿 54 北村 宏司 �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 444－ 21：09．3 18．0�

510 ハ ッ ト ラ ブ 牝2鹿 54
51 ▲菊沢 一樹服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 クビ 2．7�

47 レイテストバード 牝2栗 54
52 △井上 敏樹小原準一郎氏 田島 俊明 浦河 山下 恭茂 440－ 81：09．4クビ 28．2�

59 デルマオフクロサン 牝2黒鹿54 西田雄一郎浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 438－ 4 〃 アタマ 21．3�
816 ウ ラ ン ゲ ル 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 406－ 4 〃 同着 25．9�
714 モ ア ナ 牝2青鹿54 内田 博幸吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 488－ 21：09．61 6．1	
48 ソルティピース 牝2黒鹿54 大野 拓弥鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 434－ 4 〃 ハナ 11．6

12 エ マ ー ブ ル 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 新冠 長浜 秀昭 400＋ 21：09．92 4．8�
11 ウ ー マ ッ ハ 牝2鹿 54 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 464＋ 6 〃 アタマ 17．1�
24 ナムラクロエ 牝2栗 54 田辺 裕信奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 426＋ 21：10．0� 17．5
35 フェアリーウイング 牝2鹿 54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 畠山牧場 438＋ 61：10．21 49．6�
36 ジ ュ ー ン 牝2栗 54 L．オールプレス�和田牧場 和田 正道 新ひだか 桑嶋 峰雄 408＋ 41：10．62� 173．9�

（新）

611 アントレーン 牝2栗 54 戸崎 圭太鹽田 久義氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 420－ 61：11．55 12．5�
815 クインズアイザ 牝2鹿 54 柴山 雄一亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 406－ 41：11．6クビ 45．4�
713 シゲルキツネザル 牝2鹿 54 勝浦 正樹森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 長浜牧場 432＋161：11．81� 127．1�
612 シ ラ バ ブ 牝2鹿 54 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 むかわ 上水牧場 448－ 21：12．65 274．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，771，300円 複勝： 44，648，800円 枠連： 18，417，600円
馬連： 62，047，400円 馬単： 31，164，800円 ワイド： 39，854，400円
3連複： 82，678，000円 3連単： 99，716，400円 計： 405，298，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 610円 � 160円 � 830円 枠 連（2－5） 1，420円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 7，470円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 6，220円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 25，030円 3 連 単 ��� 135，630円

票 数

単勝票数 計 267713 的中 � 11845（8番人気）
複勝票数 計 446488 的中 � 15941（9番人気）� 101916（1番人気）� 11204（11番人気）
枠連票数 計 184176 的中 （2－5） 9983（6番人気）
馬連票数 計 620474 的中 �� 14823（10番人気）
馬単票数 計 311648 的中 �� 3127（27番人気）
ワイド票数 計 398544 的中 �� 7085（14番人気）�� 1610（60番人気）�� 6519（17番人気）
3連複票数 計 826780 的中 ��� 2477（88番人気）
3連単票数 計 997164 的中 ��� 533（465番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．3―11．4―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．7―45．1―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トワイライトライフ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 トワイニング デビュー 2016．7．2 福島5着

2014．4．28生 牝2鹿 母 ラプターセイハート 母母 リ リ ウ ム 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 ウランゲル号の騎手柴田大知は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シラバブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月24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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 カシノロマンス号・シュピールカルテ号・ミコマッシグラ号
※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。

第４回 中山競馬 第５日



25051 9月24日 曇 稍重 （28中山4）第5日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時05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
1：46．4
1：45．9

良
良

712 マイネルベレーロ 牡2栗 54 丸山 元気 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 41：50．6 4．9�

34 ムーンザムーン 牝2鹿 54 戸崎 圭太林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 460＋ 8 〃 クビ 2．4�
33 ユキノレーヌ 牝2栗 54 北村 宏司井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 436－ 41：50．7� 10．1�
46 アンネリース 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 450± 0 〃 アタマ 3．6�
11 クイーンズスタイル 牝2鹿 54 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 450＋ 4 〃 ハナ 9．5�
711 ファンシーアモン 牝2鹿 54

52 △木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 474＋ 4 〃 ハナ 102．5	
610 ウ ォ ー ブ ル 牝2黒鹿54 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 462＋ 41：50．91� 43．7�
45 スグスキシッパイ 牡2鹿 54

51 ▲野中悠太郎小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 436＋ 6 〃 ハナ 191．6�
69 セ イ ソ 牝2鹿 54 横山 和生
ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 400＋ 81：51．0クビ 139．2
22 ポッドティノ 牡2栗 54

53 ☆長岡 禎仁小川眞査雄氏 大竹 正博 日高 沖田牧場 408－ 2 〃 クビ 65．3�
813 クインズゴールド 牝2鹿 54 内田 博幸亀田 和弘氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 416－ 21：51．1クビ 27．4�
814 ウインドロイヤル 牡2栗 54 蛯名 正義福原 正博氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 8 〃 クビ 24．3�
57 コスモカンナム 牡2鹿 54 松岡 正海岡田 繁幸氏 高橋 文雅 新ひだか 木村 秀則 432＋ 21：52．05 36．8�
58 ラブアンドブレーブ 牡2栗 54 宮崎 北斗 
スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム B442＋ 41：52．74 343．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，799，500円 複勝： 42，144，500円 枠連： 16，405，300円
馬連： 54，773，800円 馬単： 31，469，000円 ワイド： 36，770，800円
3連複： 76，496，500円 3連単： 112，082，700円 計： 398，942，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 120円 � 200円 枠 連（3－7） 540円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 300円 �� 700円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 8，760円

票 数

単勝票数 計 287995 的中 � 46889（3番人気）
複勝票数 計 421445 的中 � 70001（3番人気）� 108564（1番人気）� 42938（4番人気）
枠連票数 計 164053 的中 （3－7） 23394（2番人気）
馬連票数 計 547738 的中 �� 59992（2番人気）
馬単票数 計 314690 的中 �� 12588（5番人気）
ワイド票数 計 367708 的中 �� 34074（2番人気）�� 12201（7番人気）�� 25096（4番人気）
3連複票数 計 764965 的中 ��� 34762（4番人気）
3連単票数 計1120827 的中 ��� 9269（20番人気）

ハロンタイム 12．4―12．6―12．5―12．8―12．5―12．2―11．7―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―25．0―37．5―50．3―1：02．8―1：15．0―1：26．7―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルベレーロ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Teofilo デビュー 2016．7．30 新潟3着

2014．3．27生 牡2栗 母 マイネヴォヤージ 母母 Hambye 3戦1勝 賞金 8，800，000円
※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） 9頭 アンジェーヌ号・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・

フレンドカグラ号・マイネルバローネ号・マグナスエフェクト号・ワインアンドダイン号
（非抽選馬） 1頭 クインズラミントン号

25052 9月24日 曇 重 （28中山4）第5日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時35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
1：08．7
1：08．7

重
重

611 セシャルマン 牝3鹿 54 福永 祐一平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 B458± 01：11．5 6．8�
815 ボラテリティパズル 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 巧也池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 536＋ 81：11．6� 9．4�
713 ティアップゼファー 牝3栗 54

52 △木幡 初也田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 460± 01：11．81� 3．9�
59 アーマンディ 牝3黒鹿54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか 下屋敷牧場 454＋ 21：12．01� 14．7�
612 サ ド ル オ ン 牡3黒鹿56 江田 照男前田 幸治氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド B460＋ 61：12．1� 11．2�
510 ゴセイバイシキモク 牡3芦 56

53 ▲野中悠太郎内田 玄祥氏 松山 将樹 新ひだか 田中 裕之 486± 01：12．2クビ 64．3�
23 ヤマタケジャイアン �3芦 56 武士沢友治山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 B458＋ 2 〃 アタマ 21．3	
48 キョウエイアムール 牝3栗 54

52 △伴 啓太田中 晴夫氏 武市 康男 新ひだか 藤沢牧場 404－ 2 〃 クビ 30．5

24 アラマサバド 牝3鹿 54 的場 勇人�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 422＋ 21：12．51� 4．4�
12 カスミポップコーン 牡3芦 56 大野 拓弥吉田 勝利氏 高橋 裕 新冠 村上 欽哉 482＋ 41：12．81� 54．4
714 フレアリングブルー 牝3鹿 54

52 △原田 和真加藤 徹氏 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 414＋ 8 〃 アタマ 13．2�
36 カシマペパーミント 牝3黒鹿54 松岡 正海松浦 一久氏 奥村 武 茨城 栗山 道郎 470－121：13．86 141．1�
47 アサクササンダー 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹田原 慶子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 474＋ 41：14．12 7．8�
35 キングシャーロック 牡3鹿 56 伊藤 工真吉岡 泰治氏 和田正一郎 新冠 山岡ファーム B482＋ 6 〃 ハナ 257．5�
816 ピ ポ パ ポ 牝3栗 54

52 △井上 敏樹佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 競優牧場 438＋ 2 〃 ハナ 226．7�
11 ピクシーカフェ 牝3鹿 54 田中 勝春西川 恭子氏 小島 太 むかわ 市川牧場 436－ 61：14．52� 35．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，014，100円 複勝： 42，548，100円 枠連： 21，303，200円
馬連： 60，834，600円 馬単： 31，208，600円 ワイド： 40，862，400円
3連複： 84，591，300円 3連単： 100，780，500円 計： 409，142，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 220円 � 280円 � 170円 枠 連（6－8） 1，980円

馬 連 �� 3，510円 馬 単 �� 6，950円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 720円 �� 580円

3 連 複 ��� 4，760円 3 連 単 ��� 31，960円

票 数

単勝票数 計 270141 的中 � 31624（3番人気）
複勝票数 計 425481 的中 � 47572（3番人気）� 34445（6番人気）� 78409（1番人気）
枠連票数 計 213032 的中 （6－8） 8330（8番人気）
馬連票数 計 608346 的中 �� 13409（13番人気）
馬単票数 計 312086 的中 �� 3364（28番人気）
ワイド票数 計 408624 的中 �� 8470（14番人気）�� 14722（5番人気）�� 18592（3番人気）
3連複票数 計 845913 的中 ��� 13316（8番人気）
3連単票数 計1007805 的中 ��� 2286（85番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―12．2―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―46．1―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セシャルマン �
�
父 ワークフォース �

�
母父 El Corredor デビュー 2016．5．7 東京4着

2013．3．3生 牝3鹿 母 フローレンスガール 母母 Launch Site 6戦1勝 賞金 5，910，000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。
（非当選馬） 1頭 トミサト号
（非抽選馬） 2頭 パラレルユニバース号・ヒドゥントレジャー号



25053 9月24日 曇 稍重 （28中山4）第5日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時25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

35 ライジングリーズン 牝2青鹿54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 奥村 武 日高 三城牧場 472 ―1：36．0 5．0�
816 ミステリーモリオン 牡2鹿 54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 正 456 ―1：36．1� 24．3�
611 コスモディライト 牡2青鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 434 ― 〃 ハナ 43．7�
24 アルチレイロ 牡2青鹿54 石橋 脩髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 450 ― 〃 アタマ 9．6�
48 マイネルジェネルー 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 伸尋 新冠 佐藤牧場 484 ―1：36．31� 13．9	
36 レイクキャリー 牝2青鹿54 吉田 豊 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 444 ―1：36．4クビ 7．6

510 コントロヴェント 牝2鹿 54 吉田 隼人�G1レーシング 奥平 雅士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426 ―1：36．5� 8．2�
11 ク テ ィ ノ ス 牡2鹿 54 戸崎 圭太金山 敏也氏 栗田 徹 新冠 樋渡 志尚 472 ―1：36．71� 3．5�
23 コットンボウル 牡2鹿 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480 ― 〃 アタマ 8．3
47 コスモトリコロール 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 武井 亮 新冠 ビッグレッドファーム 438 ―1：37．33� 136．1�
713 タイセイレイザー 牡2青鹿54 丸山 元気田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 468 ―1：37．72� 26．9�
612 ローズオブテキサス 牝2栗 54 L．オールプレス�タイヘイ牧場 二ノ宮敬宇 新ひだか タイヘイ牧場 446 ― 〃 クビ 12．8�

（新）

815 キープスマイル 牝2鹿 54
52 △木幡 初也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 豊洋牧場 436 ―1：38．12� 96．1�
12 ジェムリリー 牡2鹿 54 村田 一誠島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 428 ―1：38．52� 151．5�
59 オオシマテティス 牝2栗 54 田中 勝春�大島牧場 黒岩 陽一 浦河 大島牧場 448 ―1：39．13� 69．9�
714 ジ ー ヴ ル 牝2芦 54 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新ひだか 荒木 貴宏 428 ―1：40．37 148．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，576，300円 複勝： 37，010，900円 枠連： 20，039，600円
馬連： 54，085，300円 馬単： 28，434，300円 ワイド： 32，329，400円
3連複： 69，734，500円 3連単： 87，393，500円 計： 359，603，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 690円 � 1，170円 枠 連（3－8） 3，700円

馬 連 �� 6，070円 馬 単 �� 9，690円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 4，060円 �� 11，230円

3 連 複 ��� 83，950円 3 連 単 ��� 337，020円

票 数

単勝票数 計 305763 的中 � 48505（2番人気）
複勝票数 計 370109 的中 � 61123（2番人気）� 12619（9番人気）� 7066（11番人気）
枠連票数 計 200396 的中 （3－8） 4196（16番人気）
馬連票数 計 540853 的中 �� 6901（29番人気）
馬単票数 計 284343 的中 �� 2200（44番人気）
ワイド票数 計 323294 的中 �� 4287（26番人気）�� 2048（44番人気）�� 732（67番人気）
3連複票数 計 697345 的中 ��� 623（170番人気）
3連単票数 計 873935 的中 ��� 188（830番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．1―12．2―12．2―11．7―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．1―48．3―1：00．5―1：12．2―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．5

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

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

勝馬の
紹 介

ライジングリーズン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2014．2．27生 牝2青鹿 母 ジョウノファミリー 母母 エビスファミリー 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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ウイントリニティー号・エフティリンダ号・ゴッドスティード号・ジェントルレイン号・ツヅク号・

トラフィックブルー号・フェールデクール号
※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。

25054 9月24日 曇 重 （28中山4）第5日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時55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

611 クラウンロマン 牝3芦 54 横山 典弘矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 450± 01：54．1 13．1�
815 ルミエールカフェ 牝3鹿 54 柴田 善臣西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 496－ 2 〃 アタマ 31．1�
713 ラレッサングル 牝3鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 438－101：54．2� 3．3�
612 リーガルオフィス 牡3鹿 56 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 日高 日高大洋牧場 458＋ 21：54．3� 3．0�
816 サ フ ァ リ 牡3鹿 56 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 544－ 21：54．61� 16．9�
35 コラージェン 牡3鹿 56 戸崎 圭太	ノースヒルズ 小笠 倫弘 新ひだか タガミファーム 476＋ 8 〃 クビ 7．4

47 チ ャ ミ 牝3鹿 54 菅原 隆一庄野 宏志氏 中川 公成 新冠 村本牧場 484＋ 61：55．66 274．8�
11 デルマアツヒメ 牝3栗 54 福永 祐一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 404＋ 4 〃 クビ 10．5�
59 クインズエリカ 牝3栗 54 吉田 隼人 	クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 浦河 富田牧場 478－ 41：55．7� 8．0
510 チーフコンダクター 牡3黒鹿 56

55 ☆長岡 禎仁 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム B488－ 21：56．01� 29．5�
48 ダノンアイドル 牡3鹿 56 蛯名 正義	ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム B480－ 61：56．21� 34．3�
24 ライオットストーム 牡3青鹿56 L．オールプレス 西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 474－ 41：57．79 107．3�

（新）

36 ネオスピード 牡3栗 56
53 ▲木幡 巧也ドリームホース	 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 482± 01：58．97 139．8�

12 ロードレシタール 牡3鹿 56
54 △伴 啓太 	ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 496 ―2：01．3大差 204．3�

714 ロンシャンドリーム 牡3青鹿 56
53 ▲野中悠太郎ライオンレースホース	 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 426＋ 62：01．72� 269．3�

23 ニシノミナミカゼ 牝3鹿 54 村田 一誠西山 茂行氏 竹内 正洋 浦河 高昭牧場 442＋ 2 （競走中止） 154．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，904，700円 複勝： 47，434，100円 枠連： 17，892，100円
馬連： 70，080，500円 馬単： 35，177，500円 ワイド： 41，042，300円
3連複： 90，114，400円 3連単： 123，283，900円 計： 458，929，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 370円 � 810円 � 190円 枠 連（6－8） 1，390円

馬 連 �� 18，060円 馬 単 �� 37，210円

ワ イ ド �� 3，620円 �� 1，070円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 28，090円 3 連 単 ��� 277，580円

票 数

単勝票数 計 339047 的中 � 20583（6番人気）
複勝票数 計 474341 的中 � 31225（6番人気）� 12633（10番人気）� 82660（2番人気）
枠連票数 計 178921 的中 （6－8） 9969（7番人気）
馬連票数 計 700805 的中 �� 3006（39番人気）
馬単票数 計 351775 的中 �� 709（78番人気）
ワイド票数 計 410423 的中 �� 2866（33番人気）�� 10182（12番人気）�� 3770（28番人気）
3連複票数 計 901144 的中 ��� 2406（71番人気）
3連単票数 計1232839 的中 ��� 322（599番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．9―13．1―12．6―12．5―12．5―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．6―50．7―1：03．3―1：15．8―1：28．3―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クラウンロマン �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2015．10．17 東京15着

2013．5．10生 牝3芦 母 オグリロマンス 母母 オグリローマン 11戦1勝 賞金 11，500，000円
〔競走中止〕 ニシノミナミカゼ号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ニシノミナミカゼ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードレシタール号・ロンシャンドリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

10月24日まで平地競走に出走できない。
ネオスピード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月24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。
（非抽選馬） 5頭 アルコバッサ号・キングサンデー号・ヘキサゴン号・ヤシマスマイル号・レーヌミラクル号
※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。



25055 9月24日 曇 重 （28中山4）第5日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時25分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

713 クワドループル 牡4黒鹿57 内田 博幸 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 492＋ 21：10．8 3．9�

23 チェイスダウン 牡3鹿 55 蛯名 正義畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 468－ 6 〃 クビ 8．9�
611 ポンテファブリチオ 牡3鹿 55 田辺 裕信窪田 康志氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 492－ 21：10．9� 8．0�
510 カゼノカムイ 牡3鹿 55 丸山 元気菅原 広隆氏 伊藤 大士 青森 荒谷牧場 474＋181：11．11� 105．3�
612 オーロラッシュ 牡4鹿 57 吉田 豊山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 454＋ 8 〃 ハナ 19．4�
48 ナンヨーアイリッド 牡4栗 57 石橋 脩中村 德也氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 480＋ 21：11．2クビ 46．3�
816� アサクサレーサー 牡5黒鹿57 福永 祐一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 474－ 61：11．3	 9．0	
11 ダイメイリシャール 牡5栗 57

55 △井上 敏樹宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 496＋101：11．4� 87．0

12 アラマサクロフネ 牝5鹿 55 大野 拓弥�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 522＋ 8 〃 アタマ 12．8�
815 ネイチャーポイント 牡3鹿 55

52 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 486－ 21：11．5アタマ 29．7
24 エビスリアン 牡3鹿 55 戸崎 圭太加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 482－ 21：11．6� 2．5�
35 マカーオーン 牡3鹿 55 勝浦 正樹伊丹 彰氏 古賀 史生 浦河 
川 啓一 490＋181：11．81 199．1�
47 ラッキーポイント 牡3鹿 55

52 ▲野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 日高 モリナガファーム 468－101：11．9� 67．0�
36 ワタシダイナマイト 牝4栗 55 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 478＋ 81：12．32	 47．9�
714 アポロガッツ 牝3栗 53 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 むかわ 真壁 信一 502＋261：12．4	 91．4�
59 � プレーゴブレッサ 牡4芦 57 藤岡 佑介大塚 亮一氏 高橋 裕 新ひだか 飛野牧場 498± 01：13．03	 373．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，528，900円 複勝： 57，289，800円 枠連： 21，403，300円
馬連： 85，815，400円 馬単： 40，015，100円 ワイド： 47，283，400円
3連複： 105，129，600円 3連単： 136，938，100円 計： 532，403，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 210円 � 220円 枠 連（2－7） 500円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 660円 �� 670円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 5，380円 3 連 単 ��� 26，670円

票 数

単勝票数 計 385289 的中 � 77166（2番人気）
複勝票数 計 572898 的中 � 96178（2番人気）� 66707（3番人気）� 63521（4番人気）
枠連票数 計 214033 的中 （2－7） 32710（1番人気）
馬連票数 計 858154 的中 �� 30718（7番人気）
馬単票数 計 400151 的中 �� 8455（12番人気）
ワイド票数 計 472834 的中 �� 18779（6番人気）�� 18519（7番人気）�� 8299（17番人気）
3連複票数 計1051296 的中 ��� 14640（18番人気）
3連単票数 計1369381 的中 ��� 3722（80番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―11．2―12．1―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．1―33．3―45．4―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クワドループル �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2014．7．13 福島4着

2012．2．26生 牡4黒鹿 母 トリプルピルエット 母母 Sha Tha 18戦3勝 賞金 34，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 キチロクステージ号・セイウンアワード号・ファーストオーサー号・リボンドグレープス号

25056 9月24日 雨 稍重 （28中山4）第5日 第8競走 ��3，210�
せいしゅう

清秋ジャンプステークス
発走14時00分 （ 芝 ）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード3：32．3良

44 ウインヤード 牡5鹿 61 大江原 圭柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 468－ 43：43．6 5．9�
22 メイショウヒデタダ 牡7黒鹿61 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 480± 03：44．02� 4．2�
79 ラグジードライブ �5栗 60 高野 和馬西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 470＋ 23：45．38 11．9�
33 ドリームヒーロー 牡9青鹿60 北沢 伸也田島 政光氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 466＋ 23：45．4� 67．6�
67 ラ ス テ ラ 牝5鹿 58 鈴木 慶太岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 480－ 8 〃 クビ 78．6�
11 シゲルヒノクニ 牡4栗 60 小野寺祐太森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 500－ 43：45．61 25．6�
56 メイショウアラワシ 牡5栗 62 高田 潤松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 466＋ 23：45．81	 2．3	
812 リヴゴーシュ �4栗 60 林 満明
ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514＋ 23：46．33 13．1�
811 ユキノスライダー 牡6栗 62 植野 貴也遠藤 定子氏 高橋 義忠 日高 川端 正博 452± 03：47．04 9．9�
55 マイネルゼーラフ 牡5青鹿60 草野 太郎 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 480＋ 2 〃 クビ 50．5
710
 ニューコネクション 牡9栗 60 石神 深一吉橋 計氏 石毛 善彦 新冠 新冠橋本牧場 510＋ 43：47．31� 126．1�
68 カ ウ ウ ェ ラ 牡6青鹿61 浜野谷憲尚 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 466－ 23：51．3大差 14．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，724，100円 複勝： 31，887，200円 枠連： 16，563，300円
馬連： 61，123，600円 馬単： 35，241，400円 ワイド： 32，457，700円
3連複： 86，223，900円 3連単： 139，377，900円 計： 431，599，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 170円 � 220円 枠 連（2－4） 1，580円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，180円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 5，980円 3 連 単 ��� 25，920円

票 数

単勝票数 計 287241 的中 � 38706（3番人気）
複勝票数 計 318872 的中 � 44951（3番人気）� 54067（2番人気）� 33475（5番人気）
枠連票数 計 165633 的中 （2－4） 8085（7番人気）
馬連票数 計 611236 的中 �� 31559（6番人気）
馬単票数 計 352414 的中 �� 8815（10番人気）
ワイド票数 計 324577 的中 �� 15433（6番人気）�� 6880（14番人気）�� 7901（11番人気）
3連複票数 計 862239 的中 ��� 10805（20番人気）
3連単票数 計1393779 的中 ��� 3898（86番人気）
上り 1マイル 1：48．8 4F 52．5－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインヤード �
�
父 オペラハウス �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．11．9 東京4着

2011．3．11生 牡5鹿 母 レ デ ィ ル ナ 母母 エクスペダイト 障害：11戦2勝 賞金 40，592，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。

追 加 記 事（第 4回中山競馬第 3日第 4競走）
〔その他〕　　グランアンス号は，競走中に疾病〔右腸骨々折〕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。



25057 9月24日 雨 稍重 （28中山4）第5日 第9競走 ��
��2，500�

く じ ゅ う く り

九 十 九 里 特 別
発走14時35分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

68 レイズアスピリット 牡5青 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 474＋ 62：35．3 8．5�
812 コスモジャーベ 牡3黒鹿54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 470＋ 4 〃 クビ 15．2�
79 メ ゾ ン リ ー 牡3黒鹿54 横山 典弘西野 晴夫氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 8 〃 ハナ 12．0�
11 ウインヴォラーレ 牡3黒鹿54 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 458－202：35．4� 13．9�
44 タケルラムセス 牡4鹿 57 柴山 雄一森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 474－ 2 〃 ハナ 15．8	
22 フォワードカフェ 牡4黒鹿57 北村 宏司西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 530＋ 2 〃 クビ 3．5

710 ブライトバローズ 牡4鹿 57 福永 祐一猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484－122：35．5クビ 6．0�
67 テイエムコンドル 牡5鹿 57 柴田 善臣竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 466± 0 〃 ハナ 118．5�
55 ア ル カ サ ル 牡3青鹿54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 520± 02：35．6� 2．7
33 ウインスペクトル 牡4鹿 57 丹内 祐次�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 472＋ 22：36．02� 29．8�
56 エアポートメサ 牡8栗 57 丸田 恭介新木 鈴子氏 加藤 和宏 日高 ナカノファーム 470＋ 62：36．31	 165．2�

（11頭）
811 スズカヴァンガード 
5栗 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 47，361，100円 複勝： 64，973，500円 枠連： 20，535，300円
馬連： 112，545，700円 馬単： 52，070，100円 ワイド： 56，848，200円
3連複： 137，079，500円 3連単： 213，957，800円 計： 705，371，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 260円 � 340円 � 270円 枠 連（6－8） 5，170円

馬 連 �� 6，970円 馬 単 �� 10，870円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 1，350円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 14，860円 3 連 単 ��� 103，680円

票 数

単勝票数 差引計 473611（返還計 144） 的中 � 44162（4番人気）
複勝票数 差引計 649735（返還計 113） 的中 � 67734（4番人気）� 46610（7番人気）� 64184（5番人気）
枠連票数 差引計 205353（返還計 67） 的中 （6－8） 3076（17番人気）
馬連票数 差引計1125457（返還計 487） 的中 �� 12505（27番人気）
馬単票数 差引計 520701（返還計 286） 的中 �� 3590（44番人気）
ワイド票数 差引計 568482（返還計 344） 的中 �� 7389（27番人気）�� 10902（17番人気）�� 9356（22番人気）
3連複票数 差引計1370795（返還計 2064） 的中 ��� 6917（51番人気）
3連単票数 差引計2139578（返還計 3048） 的中 ��� 1496（344番人気）

ハロンタイム 7．4―11．8―12．2―12．1―13．1―14．0―12．6―13．0―12．1―12．0―11．4―11．5―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．4―19．2―31．4―43．5―56．6―1：10．6―1：23．2―1：36．2―1：48．3―2：00．3―2：11．7―2：23．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レイズアスピリット �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．9．1 新潟5着

2011．4．20生 牡5青 母 ミラクルレイザー 母母 ジェイズミラクル 20戦4勝 賞金 63，791，000円
〔出走取消〕 スズカヴァンガード号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。

25058 9月24日 雨 重 （28中山4）第5日 第10競走 ��
��1，800�茨 城 新 聞 杯

発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

510 クロフネビームス 牝4芦 55 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 478－ 21：52．5 2．6�
59 コスモカナディアン 牡3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 470＋ 2 〃 ハナ 10．6�
714 ソルプレーサ 牡4黒鹿57 内田 博幸西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 526－ 2 〃 ハナ 14．3�
23 エバーキュート 牝4栗 55 戸崎 圭太宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 442－ 2 〃 クビ 7．2�
611 メイスンウォー 牡6鹿 57 長岡 禎仁梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 41：53．13� 49．9�
48 ディアグリスター 牡6鹿 57 藤岡 佑介ディアレストクラブ	 高橋 裕 新冠 松浦牧場 B482± 01：53．2	 22．9

11 ワイルドコットン 牡5栗 57 勝浦 正樹池谷 誠一氏 池上 昌和 日高 下河辺牧場 B480－121：53．3クビ 79．4�
816 メジャーステップ 
5栗 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 496－ 21：53．51� 14．5�
815 アルセナーレ 牝3鹿 52 大野 拓弥 	ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 494－ 91：53．6� 5．0
713 アバオアクー 牡4鹿 57 吉田 隼人外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B506＋ 6 〃 ハナ 25．6�
24 プリンシアコメータ 牝3黒鹿52 津村 明秀芳川 貴行氏 矢野 英一 新冠 ベルモント

ファーム B470＋ 8 〃 ハナ 23．7�
12 デグニティクローズ 牡5鹿 57 石橋 脩	ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 540＋ 41：53．81� 12．1�
612 ロジテースト 牡5鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：53．9	 144．2�
36 ロックキャンディ 牝4黒鹿55 丸山 元気	Basic 根本 康広 新冠 佐藤 信広 496－121：54．0クビ 31．6�
35 イデアオブクィーン 牝5芦 55 蛯名 正義益田 修一氏 中舘 英二 浦河 大道牧場 422－ 41：54．21� 65．9�
47 ワイルドドラゴン 牡6鹿 57 北村 宏司窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 518± 01：55．37 134．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，345，800円 複勝： 74，965，300円 枠連： 39，643，600円
馬連： 160，669，200円 馬単： 69，319，700円 ワイド： 80，005，700円
3連複： 213，068，800円 3連単： 285，896，000円 計： 972，914，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 240円 � 430円 枠 連（5－5） 1，210円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 540円 �� 840円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 5，110円 3 連 単 ��� 21，800円

票 数

単勝票数 計 493458 的中 � 150703（1番人気）
複勝票数 計 749653 的中 � 220558（1番人気）� 68099（4番人気）� 32041（8番人気）
枠連票数 計 396436 的中 （5－5） 25226（5番人気）
馬連票数 計1606692 的中 �� 98580（3番人気）
馬単票数 計 693197 的中 �� 24035（4番人気）
ワイド票数 計 800057 的中 �� 40075（3番人気）�� 24531（6番人気）�� 8703（22番人気）
3連複票数 計2130688 的中 ��� 31250（10番人気）
3連単票数 計2858960 的中 ��� 9506（41番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―13．4―13．6―12．5―12．3―12．1―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．9―51．5―1：04．0―1：16．3―1：28．4―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

クロフネビームス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．13 東京11着

2012．4．12生 牝4芦 母 カレンバレリーナ 母母 シアラスダンサー 23戦4勝 賞金 68，506，000円
※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） 1頭 ディアドナテロ号
（非抽選馬） 7頭 イレプレイスブル号・エターナルヒーロー号・ゴールドリーガル号・サンライズウェイ号・セルリアンサーロス号・

タガノヴェリテ号・ポムフィリア号



25059 9月24日 雨 稍重 （28中山4）第5日 第11競走 ��
��1，200�セプテンバーステークス

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，27．9．26以降28．9．18まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬
および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

612� メラグラーナ 牝4鹿 53 福永 祐一吉田 和美氏 池添 学 豪 Emirates
Park Pty Ltd 522± 01：08．7 2．6�

36 クードラパン 牝3黒鹿51 吉田 隼人 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：08．8� 13．1�
47 マルヨバクシン 牝4栗 55 藤岡 佑介野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 B490－ 61：08．9	 10．8�
12 サ ザ ナ ミ 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 418＋121：09．0	 4．6�
11 アルマエルナト 
5栗 54 横山 典弘コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 466＋ 61：09．1� 16．9	
23 ボ ー ダ レ ス 牝3栗 50 L．オールプレス 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 480＋121：09．31� 21．7

（新）

35 ユキノアイオロス 
8鹿 54 蛯名 正義井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 8 〃 クビ 58．4�
816 フミノムーン 牡4栗 57 勝浦 正樹谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 450－161：09．4クビ 11．8�
510 メイショウハガクレ 牡7鹿 53 大野 拓弥松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 468＋ 2 〃 クビ 73．9
815 プレイズエターナル 牡6黒鹿57 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B490－ 2 〃 アタマ 6．7�
59 シャトルアップ 
8栗 53 武士沢友治広尾レース� 伊藤 正徳 様似 清水スタッド 500＋ 21：09．5クビ 273．5�
48 � アドマイヤイナズマ 牡6青鹿54 丸山 元気近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 B514± 0 〃 アタマ 37．6�
714 ラズールリッキー 牝3黒鹿52 黛 弘人岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 448－ 41：09．6� 19．5�
24 カシノワルツ 牝6黒鹿52 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B450－ 6 〃 クビ 130．9�
611 ブライトチェリー 牝6芦 52 田中 勝春 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 484＋ 21：09．81� 76．5�
713 アブマーシュ 牝7鹿 52 柴田 大知伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 492＋ 6 〃 ハナ 72．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 96，220，400円 複勝： 126，778，400円 枠連： 73，145，200円
馬連： 325，718，100円 馬単： 141，041，000円 ワイド： 149，521，300円
3連複： 476，940，800円 3連単： 713，872，100円 計： 2，103，237，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 350円 � 290円 枠 連（3－6） 1，580円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 750円 �� 680円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 5，540円 3 連 単 ��� 21，490円

票 数

単勝票数 計 962204 的中 � 293133（1番人気）
複勝票数 計1267784 的中 � 307438（1番人気）� 77461（6番人気）� 96451（5番人気）
枠連票数 計 731452 的中 （3－6） 35794（6番人気）
馬連票数 計3257181 的中 �� 139125（6番人気）
馬単票数 計1410410 的中 �� 38324（8番人気）
ワイド票数 計1495213 的中 �� 51602（6番人気）�� 58286（4番人気）�� 22272（18番人気）
3連複票数 計4769408 的中 ��� 64485（15番人気）
3連単票数 計7138721 的中 ��� 24080（46番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．3―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―46．1―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F33．9
3 6（8，9）2（7，14）1（10，12）4（3，5，13）11（16，15） 4 ・（6，8）9（2，7）14，1（10，12）（3，5，13）4（16，15，11）

勝馬の
紹 介

�メラグラーナ �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Secret Savings デビュー 2015．3．8 阪神1着

2012．8．21生 牝4鹿 母 Ghaliah 母母 Elated Lady 12戦5勝 賞金 64，796，000円
〔制裁〕 プレイズエターナル号の騎手田辺裕信は，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）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 エネアド号・クリノコマチ号・クリノタカラチャン号・クリノハッチャン号・ストーミーシー号・フクノドリーム号・

モンマックス号
※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。

25060 9月24日 雨 稍重 （28中山4）第5日 第12競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走16時25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
1：57．8
1：56．1

良
良

816 レッドシルヴィ 牝3鹿 52 吉田 豊 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 438＋ 22：01．9 7．7�
714 オーダードリブン 牡3黒鹿54 戸崎 圭太 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 ハナ 2．8�
611 マサノマリリン 牝5黒鹿55 田辺 裕信中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 474＋122：02．21� 15．2�
35 デ ナ リ 牡3黒鹿54 内田 博幸寺田千代乃氏 田村 康仁 新冠 高瀬牧場 486＋ 6 〃 クビ 5．3�
510 シャインアロー �4栗 57 丸田 恭介岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 464＋142：02．3クビ 44．1	
23 ヤマニンリュウセイ 牡3栗 54

51 ▲野中悠太郎土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 456－ 42：02．4� 19．5

36 マイネヴァリエンテ 牝5鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 42：02．5� 46．7�
47 � ブランダルジャン 牝4芦 55 横山 和生河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 480＋142：02．6	 253．8�
612 バトルジェジェジェ 牝5鹿 55

52 ▲木幡 巧也宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 464－ 22：02．7クビ 11．4
48 ヌーヴェルダンス 牝3鹿 52 伊藤 工真 �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444± 02：02．8� 49．9�
59 ウインシンフォニア 牡3鹿 54 松岡 正海�ウイン 高木 登 新ひだか 片山牧場 474＋ 42：02．9	 44．1�
817 マイネルシュバリエ 牡4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 498＋ 2 〃 クビ 5．3�
24 ソムニアシチー 牝6鹿 55 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 444± 02：03．0	 65．2�
815� プレツィオーゼ �4鹿 57 西田雄一郎髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 440－192：03．21
 180．4�
11 モルゲンロート 牡3鹿 54 嘉藤 貴行武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 468＋102：03．62	 12．2�

（15頭）
12 レッドグルック 牡5鹿 57 勝浦 正樹 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

713 サ ン ク ロ ワ 牡3栗 54 柴山 雄一�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 71，544，300円 複勝： 93，016，200円 枠連： 48，107，100円
馬連： 193，687，200円 馬単： 73，966，300円 ワイド： 92，429，600円
3連複： 222，284，400円 3連単： 316，676，800円 計： 1，111，711，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 240円 � 150円 � 330円 枠 連（7－8） 410円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，250円 �� 820円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 24，550円

票 数

単勝票数 差引計 715443（返還計 8595） 的中 � 73663（4番人気）
複勝票数 差引計 930162（返還計 11250） 的中 � 92743（4番人気）� 210699（1番人気）� 60322（6番人気）
枠連票数 差引計 481071（返還計 5933） 的中 （7－8） 90508（1番人気）
馬連票数 差引計1936872（返還計 96119） 的中 �� 132637（3番人気）
馬単票数 差引計 739663（返還計 36102） 的中 �� 18793（7番人気）
ワイド票数 差引計 924296（返還計 29643） 的中 �� 50010（3番人気）�� 18167（15番人気）�� 28688（7番人気）
3連複票数 差引計2222844（返還計172320） 的中 ��� 44210（9番人気）
3連単票数 差引計3166768（返還計268396） 的中 ��� 9350（51番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―13．0―12．7―12．8―12．4―12．2―11．9―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―36．4―49．1―1：01．9―1：14．3―1：26．5―1：38．4―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．4
1
3
1，4－3－9（10，16）（5，17）6，11（8，12）14，15，7・（1，4）17（3，16）10，9（6，11）（5，14）12，8（7，15）

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

勝馬の
紹 介

レッドシルヴィ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Highest Honor デビュー 2015．9．20 中山1着

2013．2．22生 牝3鹿 母 ダンスーズデトワール 母母 Latifolia 8戦2勝 賞金 18，250，000円
〔出走取消〕 レッドグルック号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。

サンクロワ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 レッドシルヴィ号の騎手吉田豊は，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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クラウンディバイダ号・シャドウカラーズ号
（非抽選馬） 5頭 エバーシャルマン号・シュンクルーズ号・スカーレットデビル号・ドンチャブ号・レッドベリンダ号



（28中山4）第5日 9月24日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 180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

208，870，000円
2，530，000円
11，380，000円
1，770，000円
21，420，000円
66，429，250円
5，378，400円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
505，253，400円
706，332，400円
328，395，500円
1，301，513，500円
599，842，300円
686，100，200円
1，729，819，500円
2，436，205，700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 8，293，462，500円

総入場人員 16，365名 （有料入場人員 14，389名）
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