
25001 9月9日 晴 稍重 （29中山4）第1日 第1競走 ��1，200�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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

815 クワトロダッシュ 牡2栗 54 岩田 康誠ザ・チャンピオンズ 牧 光二 日高 チャンピオン
ズファーム 478＋ 21：13．6 1．3�

510 ユ メ イ チ ズ 牡2栗 54 松岡 正海上田 忠男氏 浅野洋一郎 新ひだか 中田 浩美 464＋ 21：13．7� 22．1�
47 ベルクカッツェ 牡2青鹿 54

51 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 454＋ 61：13．91� 139．7�
59 イ ナ ン ナ 牝2鹿 54 長岡 禎仁北所 直人氏 竹内 正洋 新ひだか 沖田 忠幸 454＋ 41：14．32� 15．0�
24 ポイズンピル 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新冠 安達 洋生 434± 01：14．4� 95．6�
612 ビクトリーゲート 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹泉 俊二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 434＋ 4 〃 ハナ 9．5�
12 アーコサンティ 牝2青鹿 54

51 ▲武藤 雅田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 長田ファーム 446－ 81：14．71� 82．8	
714 マインキング 牡2芦 54 武士沢友治峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 452－ 81：14．8� 92．4

36 トニーハピネス 牝2栗 54 江田 照男トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 432＋ 2 〃 アタマ 9．4�
611 ソ ム タ ム 牝2黒鹿54 勝浦 正樹杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 松本牧場 458＋ 41：15．11� 46．2�
35 ミ フ ラ ー ブ 牝2栗 54 嘉藤 貴行ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 478－ 81：15．52� 29．7�
48 モテモテホマックス 牡2栗 54

51 ▲横山 武史 スピードファーム和田 正道 浦河 村下農場 450＋ 4 〃 クビ 26．0�
816 カシノベスト 牝2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 三宅牧場 428＋ 81：15．6クビ 102．7�
713 グ ノ ー シ ス 牝2鹿 54 内田 博幸清水 敏氏 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 466± 01：15．92 41．4�
11 ガンバルタキシード 牝2栗 54

52 △伴 啓太江﨑 聡氏 星野 忍 新冠 佐藤 静子 462＋121：16．53� 260．5�
23 カシノベラドンナ 牝2栗 54 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 21：16．92� 148．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，717，800円 複勝： 131，969，900円 枠連： 16，862，200円
馬連： 55，447，600円 馬単： 36，298，700円 ワイド： 36，589，400円
3連複： 82，267，600円 3連単： 123，204，100円 計： 513，357，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 280円 � 1，330円 枠 連（5－8） 350円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 400円 �� 2，130円 �� 14，840円

3 連 複 ��� 24，570円 3 連 単 ��� 61，090円

票 数

単勝票数 計 307178 的中 � 177035（1番人気）
複勝票数 計1319699 的中 � 1083273（1番人気）� 26305（5番人気）� 4362（14番人気）
枠連票数 計 168622 的中 （5－8） 36442（1番人気）
馬連票数 計 554476 的中 �� 52736（4番人気）
馬単票数 計 362987 的中 �� 26783（4番人気）
ワイド票数 計 365894 的中 �� 26096（3番人気）�� 4203（22番人気）�� 586（77番人気）
3連複票数 計 822676 的中 ��� 2511（63番人気）
3連単票数 計1232041 的中 ��� 1462（171番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―12．4―12．9―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．6―47．0―59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F39．0
3 ・（6，9，12）15－（13，10）（2，5）（4，11）3，8，7＝（14，16）－1 4 ・（6，9）（12，15）10－2－（5，4）11（7，13）（3，8）－14－16－1

勝馬の
紹 介

クワトロダッシュ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．6．10 東京8着

2015．3．24生 牡2栗 母 ラヴィングサンデー 母母 プリンセスシラオキ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 カシノベスト号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 カシノベスト号は，平成29年9月10日から平成29年10月9日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。

25002 9月9日 晴 良 （29中山4）第1日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時40分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

79 ハクサンフエロ 牡2鹿 54 石橋 脩河﨑 五市氏 牧 光二 浦河 �川 啓一 444＋ 21：34．4 2．7�
55 ブラックイメル 牝2黒鹿54 蛯名 正義杉澤 真吾氏 小野 次郎 新ひだか 木田牧場 460± 01：34．72 49．8�
811 アイスフィヨルド 牡2芦 54 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 442＋ 21：34．91� 8．0�
68 ロマンテソーロ 牝2青鹿54 田辺 裕信了德寺健二氏 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 452＋12 〃 クビ 8．3�
67 マ ン ト ラ 牝2栗 54 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 日高 天羽牧場 454＋ 81：35．11� 69．3�
710 ウ メ タ ロ ウ 牡2黒鹿54 内田 博幸�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 484－ 41：35．2� 31．0	
812 ツインクルテソーロ 牡2鹿 54 大野 拓弥了德寺健二氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 アタマ 19．2

11 デ ル マ ラ ム 牝2栗 54 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 田島 俊明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420－101：35．41� 75．7�
44 ク ク ル カ ン 牡2鹿 54 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 458＋ 41：35．61 4．2
33 マリノディアナ 牝2青鹿54 三浦 皇成和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 432± 0 〃 ハナ 16．6�
22 ラ ラ マ 牡2黒鹿 54

51 ▲武藤 雅古賀 和夫氏 古賀 史生 新冠 対馬 正 476＋161：35．7� 12．8�
56 キングリーフィスト 牡2鹿 54 柴田 善臣山口 敦広氏 清水 久詞 日高 道見牧場 492＋ 21：36．33� 12．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，591，400円 複勝： 44，531，500円 枠連： 12，114，000円
馬連： 57，479，600円 馬単： 27，565，700円 ワイド： 34，679，000円
3連複： 74，217，600円 3連単： 98，593，700円 計： 376，772，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 1，070円 � 210円 枠 連（5－7） 1，540円

馬 連 �� 8，220円 馬 単 �� 12，440円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 420円 �� 5，350円

3 連 複 ��� 14，740円 3 連 単 ��� 90，480円

票 数

単勝票数 計 275914 的中 � 82815（1番人気）
複勝票数 計 445315 的中 � 129229（1番人気）� 6863（11番人気）� 51998（3番人気）
枠連票数 計 121140 的中 （5－7） 6072（5番人気）
馬連票数 計 574796 的中 �� 5415（28番人気）
馬単票数 計 275657 的中 �� 1661（46番人気）
ワイド票数 計 346790 的中 �� 3987（28番人気）�� 23651（2番人気）�� 1555（43番人気）
3連複票数 計 742176 的中 ��� 3776（48番人気）
3連単票数 計 985937 的中 ��� 790（293番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．6―11．8―12．2―11．9―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．4―47．2―59．4―1：11．3―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

ハクサンフエロ �
�
父 シ ル ポ ー ト �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．7．9 福島4着（3位）

2015．3．11生 牡2鹿 母 メンブランツァ 母母 ダンツライラック 3戦1勝 賞金 7，400，000円

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 中山競馬 第１日



25003 9月9日 晴 稍重 （29中山4）第1日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

12 レアリティバイオ 牡3鹿 56 北村 宏司バイオ� 松山 将樹 日高 中館牧場 500－ 41：12．0 5．5�
35 キョウエイガウディ 牡3鹿 56 岩部 純二田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 B494－ 21：12．1� 12．6�
47 ピュアアモーレ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 474－ 21：12．2� 38．5�
815 フォルテメンテ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 初也伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 桑嶋 峰雄 492－ 41：12．94 10．8�
714 フィールザサンダー 牡3鹿 56 大野 拓弥櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 450＋ 21：13．0� 2．4�
713 スズカバランス 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464± 01：13．21� 24．2	
23 サウンドマジック 牝3栗 54 津村 明秀増田 雄一氏 和田正一郎 浦河 辻 牧場 440± 01：13．41� 111．4

611 エディフィス 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：13．5クビ 13．4�
48 ペイシャモンタナ 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太北所 直人氏 本間 忍 様似 髙村 伸一 434－ 61：13．71 42．6�
510 オーバーレイ 牝3鹿 54 横山 典弘 キャロットファーム 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 504－ 41：13．8� 4．6�
612 ク レ ム フ カ 牝3鹿 54 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 本間 忍 日高 奥山 博 454－ 51：14．12 192．7�
59 ヴ ァ ベ ー ネ 牝3栗 54 田辺 裕信 �グリーンファーム小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 21：14．52� 28．5�
11 フクノディナール �3黒鹿56 二本柳 壮福島 祐子氏 二本柳俊一 日高 北田 剛 442± 01：14．71 230．4�
816 ダンスウィズユー 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子 シルクレーシング 木村 哲也 洞	湖 レイクヴィラファーム B572＋101：15．02 20．6�
24 ピーチダイヤ 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史大野 數芳氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 B454＋101：15．31� 230．8�
36 ゴーフォンテン 牡3青鹿 56

55 ☆井上 敏樹吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 496 ―1：18．1大差 233．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，119，900円 複勝： 45，811，400円 枠連： 17，157，500円
馬連： 69，381，600円 馬単： 33，032，000円 ワイド： 44，662，200円
3連複： 95，952，600円 3連単： 117，834，400円 計： 455，951，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 280円 � 840円 枠 連（1－3） 3，600円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 5，110円

ワ イ ド �� 870円 �� 2，090円 �� 3，940円

3 連 複 ��� 21，010円 3 連 単 ��� 82，540円

票 数

単勝票数 計 321199 的中 � 46388（3番人気）
複勝票数 計 458114 的中 � 76953（2番人気）� 42323（4番人気）� 11418（11番人気）
枠連票数 計 171575 的中 （1－3） 3684（15番人気）
馬連票数 計 693816 的中 �� 15965（11番人気）
馬単票数 計 330320 的中 �� 4840（17番人気）
ワイド票数 計 446622 的中 �� 13716（7番人気）�� 5433（21番人気）�� 2834（39番人気）
3連複票数 計 959526 的中 ��� 3424（59番人気）
3連単票数 計1178344 的中 ��� 1035（252番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．7―12．1―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．2―46．3―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レアリティバイオ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．3．4 中山9着

2014．3．7生 牡3鹿 母 ブライトネスバイオ 母母 ロイヤルバイオ 6戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴーフォンテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月9日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラッシュバンガード号
（非抽選馬） 4頭 チュウワカレント号・ハコダテオウカ号・ハニーポット号・バンリノユウシャ号

25004 9月9日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（29中山4）第1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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：10．2良・良

66 マイネルフェアネス 牡3栗 58 蓑島 靖典 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 浦河 斉藤英牧場 504＋ 43：15．4 44．6�

89 マイネルヴァッサー 牡4鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 43：15．71� 3．4�

77 ア ツ コ 牝4鹿 58 大江原 圭由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 豊洋牧場 508＋ 63：16．12� 6．1�
44 � タイセイエナジー 牡5栗 60 石神 深一田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B476＋ 4 〃 クビ 1．6�
55 � ナ ポ レ オ ン 牡5栗 60 高野 和馬前迫 義幸氏 和田正一郎 新ひだか タイヘイ牧場 490＋ 63：16．63 44．8�
11 メジャースターダム 	4栗 60 上野 翔伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 554－ 83：20．5大差 22．4	
33 シゲルヤマアラシ 牡3栗 58 田村 太雅森中 蕃氏 松山 将樹 新冠 中央牧場 502＋ 43：21．03 33．0

88 ナンヨーアイリッド 	5栗 60 草野 太郎中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 486＋ 43：21．1� 30．2�
22 � マーズアタック 牝4栗 58 小野寺祐太島川 �哉氏 柴田 政人 浦河 バンブー牧場 472＋22 （競走中止） 20．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 19，550，200円 複勝： 24，508，400円 枠連： 7，916，000円
馬連： 32，809，400円 馬単： 24，763，400円 ワイド： 18，567，200円
3連複： 47，675，200円 3連単： 108，749，300円 計： 284，539，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，460円 複 勝 � 1，240円 � 210円 � 250円 枠 連（6－8） 4，700円

馬 連 �� 6，440円 馬 単 �� 19，800円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 1，800円 �� 300円

3 連 複 ��� 7，560円 3 連 単 ��� 103，870円

票 数

単勝票数 計 195502 的中 � 3500（8番人気）
複勝票数 計 245084 的中 � 4066（9番人気）� 36152（2番人気）� 27394（3番人気）
枠連票数 計 79160 的中 （6－8） 1303（14番人気）
馬連票数 計 328094 的中 �� 3943（18番人気）
馬単票数 計 247634 的中 �� 938（39番人気）
ワイド票数 計 185672 的中 �� 3570（17番人気）�� 2411（21番人気）�� 18023（3番人気）
3連複票数 計 476752 的中 ��� 4729（19番人気）
3連単票数 計1087493 的中 ��� 759（166番人気）
上り 1マイル 1：48．9 4F 52．0－3F 39．5

コーナー
通過順位

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

�
�
9，7，5（4，6）3，1－8・（9，5）4，7－6＝1－8，3

勝馬の
紹 介

マイネルフェアネス �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．9．25 阪神6着

2014．4．30生 牡3栗 母 フェアナタリー 母母 フェアディール 障害：2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 マーズアタック号は，発走後に騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。



25005 9月9日 晴 良 （29中山4）第1日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：59．8

良
良

77 バ レ リ オ 牡2芦 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468 ―2：05．5 3．7�

66 ニシノマメフク 牝2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 中舘 英二 新ひだか 本桐牧場 474 ―2：05．71� 5．5�
44 ハ ー ビ ー ナ 牝2黒鹿54 吉田 隼人多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 442 ―2：05．8� 5．2�
88 パワフルテソーロ 牡2黒鹿54 大野 拓弥了德寺健二氏 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 486 ―2：06．22� 15．9�
55 ロイヤルアフェア 牡2栗 54 内田 博幸 �シルクレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488 ―2：06．51� 3．9�
11 エクセルキング 牡2青鹿54 杉原 誠人谷川 正純氏 伊藤 伸一 青森 谷川 博勝 480 ―2：07．03 134．3	
89 ウサギノダンス 牡2黒鹿54 蛯名 正義桐谷 茂氏 南田美知雄 浦河 大道牧場 472 ―2：07．1� 9．6

22 ウインセイラー 牡2栗 54 宮崎 北斗�ウイン 黒岩 陽一 新冠 コスモヴューファーム 482 ―2：07．42 84．3�
33 ラッキーチョウサン 牡2鹿 54 戸崎 圭太�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 544 ―2：07．61� 9．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 33，990，000円 複勝： 35，311，100円 枠連： 10，196，600円
馬連： 51，976，100円 馬単： 30，227，400円 ワイド： 27，527，900円
3連複： 57，960，900円 3連単： 100，929，400円 計： 348，119，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 160円 � 160円 枠 連（6－7） 1，090円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 320円 �� 340円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 6，720円

票 数

単勝票数 計 339900 的中 � 75892（1番人気）
複勝票数 計 353111 的中 � 78289（1番人気）� 54866（3番人気）� 51217（4番人気）
枠連票数 計 101966 的中 （6－7） 7222（5番人気）
馬連票数 計 519761 的中 �� 41960（3番人気）
馬単票数 計 302274 的中 �� 12322（6番人気）
ワイド票数 計 275279 的中 �� 22411（2番人気）�� 21276（3番人気）�� 14538（6番人気）
3連複票数 計 579609 的中 ��� 32103（3番人気）
3連単票数 計1009294 的中 ��� 10880（13番人気）

ハロンタイム 13．2―12．2―13．9―13．9―13．6―12．6―12．2―11．4―11．3―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．4―39．3―53．2―1：06．8―1：19．4―1：31．6―1：43．0―1：54．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．1―3F33．9
1
3
・（6，8）9，3（4，5）1，7，2・（6，8）9（3，4，7）（1，5）2

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

勝馬の
紹 介

バ レ リ オ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2015．1．18生 牡2芦 母 リ リ ウ ム 母母 ベ ゴ ニ ア 1戦1勝 賞金 7，000，000円

25006 9月9日 晴 良 （29中山4）第1日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

48 タックボーイ 牡3鹿 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 41：35．5 5．7�
713 プ ン メ リ ン 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 454－ 2 〃 クビ 15．7�
23 ラストプライドワン 牡3黒鹿56 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 468＋ 21：35．6� 12．9�
11 ヴェリタブル 牝3栗 54 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 422－ 21：35．7� 4．0�
24 ミステリーモリオン 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 正 472＋ 21：35．91	 9．3	
12 リョウランプリーモ 牡3黒鹿56 田中 勝春佐藤 啓子氏 小野 次郎 浦河 信岡牧場 456－ 41：36．11� 63．1

815 レッドヴィクター 牡3鹿 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 454＋101：36．2
 8．6�
816� ノーザンライアン 牡3鹿 54 内田 博幸吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd 462± 0 〃 ハナ 19．7�
47 ジャンティオム 牡3栗 56 横山 典弘髙橋 貴士氏 尾関 知人 新ひだか チャンピオンズファーム 480－181：36．41	 12．1
714 ア リ ス カ ン 牡3黒鹿56 三浦 皇成髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 B506－ 41：36．93 12．7�
612 ヘヴントゥナイト 牡3芦 56 岩田 康誠 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 470－ 21：37．11� 4．7�
611� ビジューブランシュ 牝3芦 54

51 ▲野中悠太郎広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Dapple
Bloodstock 466＋161：37．41
 113．1�

36 ハ ワ 牡3鹿 56
53 ▲木幡 育也田所 英子氏 大江原 哲 平取 北島牧場 436－ 21：37．61 246．3�

35 � プラウドデイ 牡3鹿 56
55 ☆木幡 初也岡田 牧雄氏 小島 茂之 米 Don Alberto

Corporation 470＋ 11：38．23� 228．5�
59 � オ ー パ ー ツ 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子岡田 牧雄氏 加藤 和宏 米 Charles
H. Deters 442－ 21：38．62� 82．3�

（15頭）
510 リープリッヒターゲ 牝3青 54

51 ▲菊沢 一樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 466＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 34，764，100円 複勝： 53，582，900円 枠連： 24，224，900円
馬連： 80，486，600円 馬単： 33，889，900円 ワイド： 47，928，500円
3連複： 101，477，800円 3連単： 115，921，300円 計： 492，276，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 390円 � 360円 枠 連（4－7） 1，520円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，080円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 12，010円 3 連 単 ��� 61，520円

票 数

単勝票数 差引計 347641（返還計 2024） 的中 � 48414（3番人気）
複勝票数 差引計 535829（返還計 4351） 的中 � 90421（2番人気）� 32266（8番人気）� 35399（6番人気）
枠連票数 差引計 242249（返還計 137） 的中 （4－7） 12325（9番人気）
馬連票数 差引計 804866（返還計 10413） 的中 �� 18440（16番人気）
馬単票数 差引計 338899（返還計 4796） 的中 �� 4472（22番人気）
ワイド票数 差引計 479285（返還計 9219） 的中 �� 14274（7番人気）�� 11500（13番人気）�� 6017（31番人気）
3連複票数 差引計1014778（返還計 27959） 的中 ��� 6332（56番人気）
3連単票数 差引計1159213（返還計 32149） 的中 ��� 1366（252番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．8―37．2―49．4―1：01．2―1：12．8―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．3

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

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

タックボーイ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ダイナガリバー デビュー 2016．9．3 新潟3着

2014．3．18生 牡3鹿 母 ゴールドリーフ 母母 ヴアインゴールド 13戦1勝 賞金 17，400，000円
〔競走除外〕 リープリッヒターゲ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。

発走時刻7分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 リープリッヒターゲ号は，平成29年9月10日から平成29年10月9日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーパーツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月9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。
（非抽選馬） 4頭 サンシャインキッス号・スズノフブキ号・ミルキークォーツ号・レッドオリアナ号



25007 9月9日 晴 良 （29中山4）第1日 第7競走 ��
��1，800�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
1：47．8

重
重

612 フェニックスマーク 牡3鹿 54 横山 典弘伊東 純一氏 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 530－141：52．9 1．7�
35 マイネルネッツ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 480－101：53．0� 24．0�
48 カ ブ キ モ ノ 牡4黒鹿57 内田 博幸國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B512＋ 61：53．63	 7．2�
714 オールウェイズゼア 牡3黒鹿 54

51 ▲横山 武史グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 466－ 61：53．7クビ 31．6�
816
 リードザフィールド 牡3栗 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 米 Brereton C. Jones

& B. Ned Jones 462－ 41：54．12	 23．9�
47 ダイワチャーチル 牡4鹿 57

54 ▲野中悠太郎大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B512＋ 41：54．84 5．7	
24 � オ ケ ア ノ ス 牡5鹿 57 杉原 誠人清水 敏氏 南田美知雄 浦河 ミルファーム B524－ 41：54．9	 74．8

11 ミラクルウィング 牡4栗 57 丸山 元気星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 B464＋ 6 〃 ハナ 80．2�
510
 ベ ラ ポ ー サ 牝4鹿 55 岩田 康誠吉田 和子氏 堀 宣行 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. 504－ 4 〃 アタマ 15．0�
12 ヤマトワイルド 牡3鹿 54 三浦 皇成醍醐 徹氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 474－ 4 〃 ハナ 22．8
815 カズノテイオー 牡4黒鹿57 江田 照男鈴木 可一氏 田村 康仁 浦河 大道牧場 478－ 21：55．1� 41．3�
713 ディアクーシー 牡4鹿 57 石橋 脩ディアレストクラブ� 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 506＋161：55．42 278．7�
23 フィンガーポスト 牡4鹿 57

54 ▲木幡 育也伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 492＋ 41：55．5クビ 138．1�
59 ステイリッチ �5栗 57 吉田 隼人宇田 豊氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522± 0 〃 クビ 164．4�
611 ファンヴィー 牡3栗 54

53 ☆木幡 巧也猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド B506＋ 21：56．03 155．8�
36 ルミナリースピン �4栗 57 北村 宏司中村 昭博氏 奥平 雅士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518－ 61：56．21 18．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，840，500円 複勝： 130，520，700円 枠連： 26，335，200円
馬連： 86，904，100円 馬単： 51，309，400円 ワイド： 53，741，700円
3連複： 115，623，500円 3連単： 181，797，900円 計： 690，073，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 300円 � 170円 枠 連（3－6） 810円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 650円 �� 300円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 9，560円

票 数

単勝票数 計 438405 的中 � 204708（1番人気）
複勝票数 計1305207 的中 � 895102（1番人気）� 35567（5番人気）� 79403（3番人気）
枠連票数 計 263352 的中 （3－6） 25069（2番人気）
馬連票数 計 869041 的中 �� 43622（5番人気）
馬単票数 計 513094 的中 �� 19654（8番人気）
ワイド票数 計 537417 的中 �� 20438（7番人気）�� 52741（2番人気）�� 9286（14番人気）
3連複票数 計1156235 的中 ��� 33174（5番人気）
3連単票数 計1817979 的中 ��� 13779（19番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．7―12．9―12．4―12．3―12．7―13．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―36．2―49．1―1：01．5―1：13．8―1：26．5―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェニックスマーク �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．8．14 新潟2着

2014．2．28生 牡3鹿 母 エターナルロマンス 母母 シルクフェニックス 4戦2勝 賞金 18，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時35分に変更。

25008 9月9日 晴 良 （29中山4）第1日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

34 コパノマイケル 牡4栗 57 戸崎 圭太小林 祥晃氏 村山 明 日高 三城牧場 B528＋ 81：11．5 2．8�
11 シャインヴィットゥ 牡3芦 55

52 ▲武藤 雅皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 468± 01：11．6� 7．5�
45 サウンドストリート 牡3鹿 55 田辺 裕信増田 雄一氏 和田 正道 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋121：11．81 10．2�
46 スピーディクール 牡3栗 55 横山 典弘ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 472－ 4 〃 アタマ 3．6�
69 タイキマロン 牝4鹿 55

52 ▲菊沢 一樹�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 468± 01：12．01 82．4	

22 サーヒューストン 牡3栗 55 岩田 康誠窪田 芳郎氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：12．21� 37．9

33 スズカゴーディー 牡3黒鹿55 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 476－ 4 〃 ハナ 6．3�
610 ハイレベルバイオ 牝5黒鹿55 丹内 祐次バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：12．51� 19．8�
712 ギ ン ゴ ー 牡4鹿 57 松岡 正海�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 488＋ 81：12．71� 17．1
58 パ ブ ロ 	4青鹿 57

54 ▲藤田菜七子 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B458－ 61：12．8� 61．5�
57 ニシノレディー 牝3黒鹿53 大野 拓弥西山 茂行氏 高木 登 むかわ 清水ファーム 440± 01：13．11� 23．3�
814 パミーナコラッジョ 牝4鹿 55 勝浦 正樹桜井 忠隆氏 水野 貴広 新冠 須崎牧場 496－ 4 〃 アタマ 69．5�
711 クイーンズポケット 牝3鹿 53 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 登別 ユートピア牧場 478＋ 8 〃 ハナ 273．8�
813 オウケンブライト 牝3芦 53

50 ▲木幡 育也福井 明氏 加藤 征弘 浦河 辻 牧場 468＋ 21：13．84 160．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 34，576，600円 複勝： 50，011，600円 枠連： 21，186，400円
馬連： 81，554，300円 馬単： 37，550，800円 ワイド： 45，844，900円
3連複： 96，389，200円 3連単： 140，011，400円 計： 507，125，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 210円 � 250円 枠 連（1－3） 780円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 420円 �� 660円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 10，920円

票 数

単勝票数 計 345766 的中 � 98191（1番人気）
複勝票数 計 500116 的中 � 104925（1番人気）� 59350（4番人気）� 45070（5番人気）
枠連票数 計 211864 的中 （1－3） 20887（2番人気）
馬連票数 計 815543 的中 �� 59983（3番人気）
馬単票数 計 375508 的中 �� 16589（4番人気）
ワイド票数 計 458449 的中 �� 29920（3番人気）�� 17570（6番人気）�� 11909（11番人気）
3連複票数 計 963892 的中 ��� 22915（8番人気）
3連単票数 計1400114 的中 ��� 9289（22番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．4―12．0―12．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．8―45．8―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノマイケル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ウォーニング デビュー 2016．2．20 京都8着

2013．4．19生 牡4栗 母 ジョウノイザベラ 母母 イエローストーン 9戦3勝 賞金 26，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 タイキマロン号の騎手菊沢一樹は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番）



25009 9月9日 晴 良 （29中山4）第1日 第9競走 ��
��1，600�ア ス タ ー 賞

発走14時35分 （芝・右・外）
2歳，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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

77 ノ ー ム コ ア 牝2芦 54 北村 宏司池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 446＋101：35．1 2．1�
11 ソイルトゥザソウル 牡2青鹿54 田中 勝春グリーンスウォード高市 圭二 新冠 村田牧場 428± 01：35．2� 20．7�
55 ルッジェーロ 牡2黒鹿54 戸崎 圭太村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 492± 0 〃 ハナ 3．4�
66 クレバーバード 牡2青 54 柴田 善臣 �サンデーレーシング 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 61：35．73 6．1�
44 マイティーワークス 牝2青鹿54 三浦 皇成中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 446－ 21：35．8� 6．5�
22 ト ッ カ ー タ 牡2黒鹿54 丸田 恭介門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 462－ 21：35．9� 20．2	
88 ハッピーリフレイン 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 むかわ 新井牧場 420± 01：37．17 165．6

33 	 トーセンエターナル 牡2青鹿54 内田 博幸島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 474＋ 21：41．8大差 46．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 47，284，900円 複勝： 36，471，100円 枠連： 発売なし
馬連： 78，834，900円 馬単： 45，161，400円 ワイド： 33，795，800円
3連複： 79，099，600円 3連単： 209，302，700円 計： 529，950，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 220円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 570円 �� 180円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 9，510円

票 数

単勝票数 計 472849 的中 � 182190（1番人気）
複勝票数 計 364711 的中 � 123926（1番人気）� 24403（5番人気）� 81359（2番人気）
馬連票数 計 788349 的中 �� 33201（8番人気）
馬単票数 計 451614 的中 �� 13473（12番人気）
ワイド票数 計 337958 的中 �� 13216（8番人気）�� 59879（1番人気）�� 9640（11番人気）
3連複票数 計 790996 的中 ��� 32088（7番人気）
3連単票数 計2093027 的中 ��� 15947（37番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．2―12．2―12．3―11．6―11．1―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．7―36．9―49．1―1：01．4―1：13．0―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F33．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノ ー ム コ ア 
�
父 ハービンジャー 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．7．16 福島1着

2015．2．25生 牝2芦 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 2戦2勝 賞金 17，182，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンエターナル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月9日まで平

地競走に出走できない。

25010 9月9日 晴 良 （29中山4）第1日 第10競走 ��
��1，800�

のこぎりやま

鋸 山 特 別
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

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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

710� パルトネルラーフ 牡4鹿 57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 502± 01：52．2 24．5�
813 ブレスアロット 牡4栗 57 北村 宏司吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 クビ 11．5�
22 カルムパシオン 	4鹿 57 内田 博幸前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516± 01：52．3
 2．9�
69 ドリームリヴァール 	7黒鹿57 原田 和真ライオンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 458＋ 41：52．72
 37．5�
56 アルファアリエス 牡6鹿 57 吉田 豊�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 460± 01：53．12
 85．5�
11 ウェイトアンドシー 	6黒鹿57 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 490－ 81：53．2
 28．3	
812 アンプラグド 	6芦 57 田辺 裕信 
いとはんホール

ディングス 大和田 成 千歳 社台ファーム 498＋141：53．3
 5．0�
44 レインオーバー 	6青鹿57 石橋 脩 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 458± 01：53．51 10．3�
33 ブランシェクール 牝4芦 55 三浦 皇成 
キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 500－14 〃 アタマ 4．0
711 ポッドクヒオ 牝4栗 55 津村 明秀小川眞査雄氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 450＋ 21：53．6クビ 11．7�
57 ゴールドリーガル 牡6鹿 57 田中 勝春居城 寿与氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 462－ 2 〃 アタマ 33．1�
68 マイネルボルソー 牡6鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 B484± 01：53．7� 102．1�
45 レッツゴースター 牡5栗 57 横山 武史�Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 B454＋ 21：54．44 25．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，684，600円 複勝： 56，536，700円 枠連： 30，635，300円
馬連： 132，956，700円 馬単： 56，684，100円 ワイド： 66，694，600円
3連複： 167，670，200円 3連単： 232，872，600円 計： 787，734，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，450円 複 勝 � 540円 � 290円 � 140円 枠 連（7－8） 1，100円

馬 連 �� 12，460円 馬 単 �� 26，630円

ワ イ ド �� 2，970円 �� 1，100円 �� 620円

3 連 複 ��� 8，790円 3 連 単 ��� 95，760円

票 数

単勝票数 計 436846 的中 � 14210（7番人気）
複勝票数 計 565367 的中 � 20523（9番人気）� 45287（4番人気）� 138000（1番人気）
枠連票数 計 306353 的中 （7－8） 21413（4番人気）
馬連票数 計1329567 的中 �� 8267（36番人気）
馬単票数 計 566841 的中 �� 1596（72番人気）
ワイド票数 計 666946 的中 �� 5494（36番人気）�� 15434（13番人気）�� 29286（3番人気）
3連複票数 計1676702 的中 ��� 14302（32番人気）
3連単票数 計2328726 的中 ��� 1763（328番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．2―49．2―1：02．3―1：14．8―1：27．1―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�パルトネルラーフ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ブライアンズタイム

2013．4．30生 牡4鹿 母 サクセスウイッチ 母母 アワーミスレッグス 8戦2勝 賞金 24，994，000円
初出走 JRA



25011 9月9日 晴 良 （29中山4）第1日 第11競走 ��
��2，000�第2回紫苑ステークス（ＧⅢ）

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

賞 品
本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

816 デ ィ ア ド ラ 牝3鹿 54 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 478＋121：59．8 2．5�
611 カリビアンゴールド 牝3黒鹿54 田中 勝春 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 454＋ 4 〃 ハナ 15．7�
47 ポールヴァンドル 牝3芦 54 三浦 皇成 �シルクレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 528－ 6 〃 ハナ 8．4�
12 ブラックオニキス 牝3青鹿54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 420＋102：00．11� 48．7�
23 ライジングリーズン 牝3青鹿54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 奥村 武 日高 三城牧場 482－ 6 〃 クビ 13．9�
715 ルヴォワール 牝3青鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 522± 02：00．2クビ 5．6	
713 ミッシングリンク 牝3栗 54 石橋 脩小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 512－ 42：00．3� 28．5

818 サ ロ ニ カ 牝3黒鹿54 吉田 隼人吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444＋14 〃 クビ 19．4�
48 ホウオウパフューム 牝3栗 54 田辺 裕信小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 480＋ 62：00．51	 6．5�
59 プリンセスルーラー 牝3黒鹿54 丸山 元気大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 
川 啓一 480－102：00．71	 28．7
817 シーズララバイ 牝3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＋10 〃 ハナ 45．0�
714 ナムラムラサキ 牝3鹿 54 津村 明秀奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 420－ 42：00．8� 24．3�
612 マ ナ ロ ー ラ 牝3黒鹿54 蛯名 正義前田 幸治氏 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 62：01．01	 38．0�
11 フレスコパスト 牝3鹿 54 武藤 雅岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 410± 0 〃 ハナ 241．8�
35 ワラッチャウヨネ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 420＋10 〃 ハナ 273．5�
36 ジッパーレーン 牝3青鹿54 吉田 豊�G1レーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 452－ 82：01．21	 57．6�
24 ガ ジ ュ マ ル 牝3芦 54 北村 宏司山住 勲氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 476＋ 4 〃 ハナ 108．2�
510 シンボリジュネス 牝3栗 54 木幡 巧也シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 470＋ 22：01．41� 215．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 142，734，600円 複勝： 215，282，800円 枠連： 100，341，700円
馬連： 451，917，300円 馬単： 176，701，100円 ワイド： 237，853，700円
3連複： 681，146，800円 3連単： 919，040，100円 計： 2，925，018，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 300円 � 210円 枠 連（6－8） 1，090円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 660円 �� 440円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 11，870円

票 数

単勝票数 計1427346 的中 � 453851（1番人気）
複勝票数 計2152828 的中 � 635049（1番人気）� 135829（5番人気）� 228638（3番人気）
枠連票数 計1003417 的中 （6－8） 70742（4番人気）
馬連票数 計4519173 的中 �� 238195（4番人気）
馬単票数 計1767011 的中 �� 58280（5番人気）
ワイド票数 計2378537 的中 �� 91259（5番人気）�� 148563（3番人気）�� 49035（12番人気）
3連複票数 計6811468 的中 ��� 163830（4番人気）
3連単票数 計9190401 的中 ��� 56101（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．7―36．0―48．5―1：01．3―1：13．6―1：25．5―1：37．0―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F34．3
1
3
13，9（6，14）（11，12，17）（2，18）7，5（15，16）（3，10）8，4－1
13（9，14，17，10）（6，11，12）18（2，16）7（5，15）（3，8）（4，1）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デ ィ ア ド ラ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．2 中京2着

2014．4．4生 牝3鹿 母 ライツェント 母母 ソ ニ ン ク 13戦4勝 賞金 107，792，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エバープリンセス号・ドリームマジック号・ナルハヤ号・ハナレイムーン号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりディアドラ号・カリビアンゴールド号・ポールヴァンドル号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

25012 9月9日 晴 良 （29中山4）第1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

611 ネバーリグレット �4芦 57 石橋 脩�G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 488± 01：08．0 4．9�
36 ウィズアットレース 牝5黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 426＋161：08．42� 27．7�
11 ニシノヒナマツリ 牝3栗 53 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 468± 01：08．61� 9．2�
35 ラッシュハート 牝3鹿 53 柴田 善臣小林 哲之氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 416＋ 41：08．81� 4．6�
59 コスモフレンチ 牡4栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 高橋 義浩 512－ 61：08．9� 2．7	
815 マイネルパッセ 牡4栗 57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 454－18 〃 アタマ 19．1

12 フリームーヴメント 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 450＋ 21：09．0� 20．0�
510	 クリノヴェルサイユ 牝4鹿 55

52 ▲横山 武史栗本 博晴氏 高市 圭二 様似 様似渡辺牧場 440＋ 61：09．1� 95．4�
23 ナッツスター 牡4鹿 57

54 ▲武藤 雅早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 448± 0 〃 ハナ 66．6
612 メガポリゴン 牡3鹿 55 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 洞
湖 レイクヴィラファーム 526－ 61：09．31� 9．1�
47 スミレタンポポ 牝5鹿 55

53 △伴 啓太海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 420＋ 21：09．4� 182．5�
48 ベルリネッタ 牡6鹿 57 三浦 皇成大久保和夫氏 中野 栄治 新冠 八木農場 452± 0 〃 ハナ 66．1�
714 フクノクオリア �3黒鹿55 内田 博幸福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 B496＋ 8 〃 クビ 38．7�
816	 トーホウボニータ 牝3芦 53

50 ▲木幡 育也東豊物産� 武藤 善則 新ひだか 前川 正美 422－ 61：09．71� 62．2�
713 ソ ー ビ ッ ク 牝3鹿 53 丸田 恭介澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 浦河 酒井牧場 B402＋101：10．87 48．3�
24 	 ピクシーカフェ 牝4鹿 55

52 ▲菊沢 一樹西川 恭子氏 小島 太 むかわ 市川牧場 442＋ 61：11．22� 141．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，695，300円 複勝： 77，246，000円 枠連： 45，535，200円
馬連： 159，142，600円 馬単： 69，328，000円 ワイド： 88，185，600円
3連複： 210，432，600円 3連単： 305，051，200円 計： 1，011，616，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 580円 � 270円 枠 連（3－6） 830円

馬 連 �� 9，290円 馬 単 �� 15，480円

ワ イ ド �� 2，680円 �� 940円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 21，690円 3 連 単 ��� 117，200円

票 数

単勝票数 計 566953 的中 � 90789（3番人気）
複勝票数 計 772460 的中 � 107381（3番人気）� 29446（8番人気）� 76729（5番人気）
枠連票数 計 455352 的中 （3－6） 42415（3番人気）
馬連票数 計1591426 的中 �� 13266（27番人気）
馬単票数 計 693280 的中 �� 3358（47番人気）
ワイド票数 計 881856 的中 �� 8328（28番人気）�� 24952（9番人気）�� 9516（24番人気）
3連複票数 計2104326 的中 ��� 7275（62番人気）
3連単票数 計3050512 的中 ��� 1887（323番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．1―11．4―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．0―45．4―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネバーリグレット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Fly Till Dawn デビュー 2015．10．31 東京1着

2013．4．15生 �4芦 母 グッドゲーム 母母 Boom Bird 12戦3勝 賞金 28，270，000円
〔制裁〕 ナッツスター号の騎手武藤雅は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成29年9月16日から平成29年9月17日

まで騎乗停止。（被害馬：2番・7番）
〔その他〕 ピクシーカフェ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エディクト号
（非抽選馬） 1頭 キャラメルフレンチ号



（29中山4）第1日 9月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 162頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

223，430，000円
15，500，000円
1，590，000円
25，800，000円
66，448，000円
5，015，800円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
547，549，900円
901，784，100円
312，505，000円
1，338，890，800円
622，511，900円
736，070，500円
1，809，913，600円
2，653，308，100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 8，922，533，900円

総入場人員 21，653名 （有料入場人員 19，358名）
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