
25085 9月30日 曇 重 （29中山4）第8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 ミックベンハー 牡2栗 54
51 ▲武藤 雅�キラット・ワン 畠山 吉宏 清水 リトルブルーファーム 484± 01：56．9 4．4�

510 コパノステラート 牝2栗 54
51 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 小島 茂之 新ひだか 岡田牧場 478＋121：57．32� 18．1�

48 ロージズキング 牡2栗 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B506± 01：57．5� 19．4�
59 ロイヤルアフェア 牡2栗 54 戸崎 圭太 �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 482－ 61：57．6� 3．7�
12 ポルカシュネル 牝2鹿 54 田中 勝春 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 464－ 41：57．7� 27．3�
36 モリトユウブ 牡2鹿 54 内田 博幸石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 484＋ 6 〃 クビ 5．3	
714 エンドウォーニング 牡2栗 54 武士沢友治井上 久光氏 高市 圭二 新冠 石田牧場 482± 01：57．91� 11．3

815 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 492＋ 61：58．0� 5．7�
816 サムライロード 牡2黒鹿54 松田 大作�KTレーシング 栗田 徹 日高 日高大洋牧場 B456－ 61：58．1クビ 80．0
612 ウインリコルド 牡2青鹿54 宮崎 北斗�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 470－201：58．52� 146．2�
713 コスモロブロイ 牡2青鹿54 松岡 正海岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 512± 01：58．6� 18．7�
24 チクタクボンボン 牝2栗 54 柴山 雄一�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 バンブー牧場 480＋ 81：58．7� 109．1�
47 グランカナーレ 牡2栗 54

51 ▲菊沢 一樹浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 上井農場 462＋ 21：58．91� 398．6�
11 エリンゼフィール 牝2栗 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 大栄牧場 472＋ 21：59．85 280．8�
611 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 476－ 42：00．86 96．7�
35 ヒビケカゼン 牡2鹿 54 嘉藤 貴行ベニバナ組合 田島 俊明 浦河 モトスファーム 502＋ 22：01．01� 360．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，412，100円 複勝： 47，572，300円 枠連： 14，654，600円
馬連： 63，069，600円 馬単： 30，163，400円 ワイド： 42，196，700円
3連複： 96，095，200円 3連単： 110，527，600円 計： 433，691，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 390円 � 440円 枠 連（2－5） 660円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 4，620円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 1，140円 �� 3，150円

3 連 複 ��� 12，410円 3 連 単 ��� 58，100円

票 数

単勝票数 計 294121 的中 � 55911（2番人気）
複勝票数 計 475723 的中 � 89300（1番人気）� 27956（6番人気）� 24428（8番人気）
枠連票数 計 146546 的中 （2－5） 16964（1番人気）
馬連票数 計 630696 的中 �� 16997（10番人気）
馬単票数 計 301634 的中 �� 4895（17番人気）
ワイド票数 計 421967 的中 �� 10784（10番人気）�� 9649（14番人気）�� 3347（33番人気）
3連複票数 計 960952 的中 ��� 5803（44番人気）
3連単票数 計1105276 的中 ��� 1379（208番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―13．3―13．6―12．4―12．7―12．9―13．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―38．2―51．8―1：04．2―1：16．9―1：29．8―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F40．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

ミックベンハー �
�
父 スマートボーイ �

�
母父 スパイキュール デビュー 2017．9．10 中山2着

2015．3．7生 牡2栗 母 クロエチャン 母母 トレローニー 2戦1勝 賞金 7，800，000円

25086 9月30日 曇 良 （29中山4）第8日 第2競走 ��
��1，200�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
1：07．8
1：07．8

良
良

611 キ ャ ク タ ス 牝2黒鹿 54
51 ▲野中悠太郎中村 祐子氏 栗田 徹 新ひだか 谷藤 弘美 448± 01：09．5 2．9�

712 ベルウッドキング 牡2鹿 54 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 日高 増尾牧場 438± 01：09．71� 5．2�
22 ハガキノハナ 牝2黒鹿54 五十嵐冬樹本杉 芳郎氏 小桧山 悟 新ひだか グランド牧場 414＋ 41：09．91� 9．8�

（北海道）

35 カシノクオーレ 牝2鹿 54 木幡 初広柏木 務氏 天間 昭一 青森 野々宮牧場 452＋ 41：10．21� 26．4�
610 セイウンクールガイ 牡2栗 54 幸 英明西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 432－ 6 〃 クビ 6．9�
815 マウントレーニア 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 高橋 文雅 新冠 ラツキー牧場 442± 0 〃 クビ 32．4	
11 レ ッ プ ウ 牡2鹿 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 小野 次郎 浦河 鎌田 正嗣 456－ 41：10．41� 28．9

34 ア リ バ バ 牡2黒鹿 54

51 ▲武藤 雅小田切有一氏 粕谷 昌央 様似 小田牧場 432－ 2 〃 ハナ 6．5�
58 テイエムヘニーズ 牡2鹿 54 柴山 雄一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 北星村田牧場 466＋ 21：10．61� 194．7�
47 ノーブルメジャー 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子吉木 伸彦氏 田村 康仁 日高 タバタファーム 400± 0 〃 アタマ 82．0
46 ペイシャキャサリン 牝2鹿 54

53 ☆木幡 初也北所 直人氏 本間 忍 新冠 カミイスタット 432± 0 〃 アタマ 122．8�
814 ラ ラ マ 牡2黒鹿54 田中 勝春古賀 和夫氏 古賀 史生 新冠 対馬 正 476± 01：10．7� 30．9�
23 ヴ ィ ー ダ 牡2栗 54 丸山 元気中村 広樹氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 422＋ 41：11．23 30．4�
59 チ リ ナ リ エ 牝2鹿 54

51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 竹内 正洋 新ひだか 山田牧場 420－ 21：11．3クビ 256．8�
713 ディアフェルスパー 牡2鹿 54 江田 照男ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 450－ 21：11．51� 15．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，200，500円 複勝： 43，759，500円 枠連： 17，362，600円
馬連： 57，470，900円 馬単： 26，816，600円 ワイド： 39，219，000円
3連複： 78，994，300円 3連単： 92，110，000円 計： 381，933，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 180円 � 210円 枠 連（6－7） 410円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 350円 �� 560円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 8，110円

票 数

単勝票数 計 262005 的中 � 72646（1番人気）
複勝票数 計 437595 的中 � 96931（1番人気）� 60812（3番人気）� 45720（5番人気）
枠連票数 計 173626 的中 （6－7） 32564（1番人気）
馬連票数 計 574709 的中 �� 55731（1番人気）
馬単票数 計 268166 的中 �� 13561（2番人気）
ワイド票数 計 392190 的中 �� 31199（2番人気）�� 17412（4番人気）�� 12928（7番人気）
3連複票数 計 789943 的中 ��� 31762（3番人気）
3連単票数 計 921100 的中 ��� 8232（7番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．0―11．6―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―33．9―45．5―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ャ ク タ ス �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2017．8．27 新潟6着

2015．3．25生 牝2黒鹿 母 リリーローズ 母母 トーセンリリー 3戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 クイーンズテソーロ号（疾病〔感冒〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ナンヨーセゾニエ号・ヒヤシンス号・ブラウローゼット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 中山競馬 第８日



25087 9月30日 曇 重 （29中山4）第8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

59 � ライバーバード 牡3芦 56 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue
Farm, LLC B496＋ 61：11．4 2．6�

35 ヘルデンレーベン 牡3鹿 56 内田 博幸 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム 498＋ 2 〃 ハナ 2．9�
612 ノヴァルーナ 牝3鹿 54 五十嵐冬樹林 正道氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 0 〃 クビ 10．8�
（北海道）

611 ミラクルローカス 牝3青鹿54 丸田 恭介飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 450＋ 41：12．03� 20．1�
816 エリーヒストリー 牝3鹿 54 宮崎 北斗谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 464± 0 〃 クビ 15．3�
510 ヴェルデミーティア 牝3栗 54 吉田 隼人小濱 忠一氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 418＋ 41：12．1� 8．5	
815 サンモントレー 牝3栗 54 中井 裕二 
加藤ステーブル 菊川 正達 日高 有限会社

ケイズ 430± 0 〃 ハナ 16．7�
24 ロバリーゴー 牡3黒鹿56 田辺 裕信木村 廣太氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 482＋ 21：12．2クビ 15．7�
12 カクタスバンガー 牡3青鹿56 西田雄一郎 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 服部 牧場 B456＋101：12．52 227．9
713 サ ン セ リ テ 牝3黒鹿54 柴田 善臣�下河辺牧場 大竹 正博 日高 下河辺牧場 470± 01：13．35 26．2�
23 トウカイリオナ 牝3青鹿54 黛 弘人内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 448－ 6 〃 ハナ 124．7�
47 スウィートセシル 牝3栗 54

51 ▲横山 武史鈴木 正浩氏 鈴木 伸尋 新ひだか 谷岡スタット 548 ―1：13．51	 93．4�
36 スプリングアゲン 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 スイートフアーム 444＋161：13．81
 443．1�
48 ガ ー リ ー 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子佐久間拓士氏 伊藤 大士 新ひだか 坂本牧場 426＋ 21：14．22� 170．3�
714 シ ュ ケ ッ ト 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 442－ 21：15．26 53．0�
11 ベ ル ビ ュ ー 牝3鹿 54 吉田 豊 
ローレルレーシング 高橋 文雅 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 424－ 21：15．3クビ 247．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，799，000円 複勝： 44，610，800円 枠連： 23，133，800円
馬連： 66，164，700円 馬単： 33，324，200円 ワイド： 44，092，000円
3連複： 86，649，700円 3連単： 114，998，800円 計： 443，773，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 120円 � 210円 枠 連（3－5） 320円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 180円 �� 480円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 4，290円

票 数

単勝票数 計 307990 的中 � 91822（1番人気）
複勝票数 計 446108 的中 � 103383（2番人気）� 108333（1番人気）� 39144（3番人気）
枠連票数 計 231338 的中 （3－5） 55156（1番人気）
馬連票数 計 661647 的中 �� 131527（1番人気）
馬単票数 計 333242 的中 �� 35391（1番人気）
ワイド票数 計 440920 的中 �� 77980（1番人気）�� 20424（2番人気）�� 16410（6番人気）
3連複票数 計 866497 的中 ��� 47914（3番人気）
3連単票数 計1149988 的中 ��� 19429（3番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．3―12．3―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．5―45．8―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ライバーバード �
�
父 The Factor �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2016．11．26 東京7着

2014．4．13生 牡3芦 母 Broadway Lullaby 母母 Rich Find 8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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ゴールドスカイ号・ジュジョール号・マスカルポーネ号・マナツノヨノユメ号・ルビーティアラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

25088 9月30日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）重 （29中山4）第8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

46 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 512＋ 43：14．9 7．6�
34 サーストンコラルド 牡6鹿 60 北沢 伸也齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか 藤沢牧場 462－ 83：15．32� 12．2�
22 � セガールフォンテン 牡7栗 60 江田 勇亮吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 482± 03：15．83 225．6�
814� ウォリアーズソウル 	5鹿 60 五十嵐雄祐 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Dixiana
Farms, LLC 518－ 23：16．22� 9．8�

813 ワークショップ 牡4鹿 60 蓑島 靖典小林 薫氏 加藤 和宏 新冠 錦岡牧場 498± 0 〃 クビ 23．7�
33 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 424＋ 23：16．41
 3．2	
711� アサクサゴールド 牡7黒鹿60 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 468＋ 43：16．5� 15．8

712 サトノアッシュ 牡5鹿 60 林 満明里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 478± 03：16．81� 18．3�
57 � 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 B478＋ 23：17．43� 3．2�
58 � 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± 03：19．2大差 58．3
11 スリージェット 牡4栗 60 草野 太郎永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488＋ 63：19．62� 56．1�
45 エクセルビーム 牡3栗 58 上野 翔谷川 正純氏 伊藤 伸一 むかわ 上水牧場 478＋ 83：26．1大差 202．6�
69 ミスターボースン 牡3栗 58 金子 光希吉田 喬氏 二ノ宮敬宇 日高 千葉飯田牧場 506＋183：34．5大差 212．5�
610 ブラックマイスター 牡3青鹿58 黒岩 悠山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 城地 清満 476－ 6 （競走中止） 8．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，851，800円 複勝： 32，623，800円 枠連： 14，897，800円
馬連： 48，797，100円 馬単： 26，191，100円 ワイド： 30，568，700円
3連複： 73，006，900円 3連単： 97，313，700円 計： 346，250，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 270円 � 460円 � 4，550円 枠 連（3－4） 890円

馬 連 �� 7，470円 馬 単 �� 13，090円

ワ イ ド �� 2，540円 �� 17，740円 �� 14，550円

3 連 複 ��� 180，710円 3 連 単 ��� 881，900円

票 数

単勝票数 計 228518 的中 � 23913（3番人気）
複勝票数 計 326238 的中 � 36639（3番人気）� 18544（7番人気）� 1606（12番人気）
枠連票数 計 148978 的中 （3－4） 12922（3番人気）
馬連票数 計 487971 的中 �� 5061（26番人気）
馬単票数 計 261911 的中 �� 1500（49番人気）
ワイド票数 計 305687 的中 �� 3153（31番人気）�� 441（64番人気）�� 538（59番人気）
3連複票数 計 730069 的中 ��� 303（184番人気）
3連単票数 計 973137 的中 ��� 80（1026番人気）
上り 1マイル 1：47．9 4F 52．2－3F 39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→�」
1
�
1－（14，11）－6，2，13，4－3（7，8）－12＝5＝9
14，6（1，11）－13，4（2，3）－8，7＝12＝5＝9

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ア ツ コ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2015．6．14 東京6着

2013．3．27生 牝4鹿 母 シックファイター 母母 インヴァイト 障害：11戦1勝 賞金 15，230，000円
〔競走中止〕 ブラックマイスター号は，2号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 ドリームパワー号・マーズアタック号



25089 9月30日 曇 良 （29中山4）第8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

610 デュッセルドルフ 牝2栗 54 田辺 裕信保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 448 ―1：37．1 2．7�
814 カッパツハッチ 牝2鹿 54 吉田 豊�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 456 ― 〃 クビ 11．2�
712 カ サ ー レ 牝2青鹿54 石橋 脩飯田 良枝氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 434 ―1：37．2クビ 71．7�
58 コンセッションズ 牝2栗 54 蛯名 正義山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 416 ―1：37．41� 41．3�
47 ムーンライトナイト 牝2鹿 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440 ―1：37．5� 3．8�
22 ミラクルブラッド 牝2鹿 54 津村 明秀芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 466 ―1：37．82 20．0	
713 モ デ レ イ ト 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅�和田牧場 和田 正道 浦河 中村 雅明 468 ―1：37．9� 244．2

35 プ ラ イ マ ル 牝2鹿 54 江田 照男�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 464 ―1：38．32 85．1�
59 ラブリースマッシュ 牝2栗 54 大野 拓弥村山 卓也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 荒谷 輝和 454 ― 〃 アタマ 52．3
611 ゼットイーリス 牝2黒鹿54 三浦 皇成�フォーレスト 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 462 ―1：38．61� 20．4�
23 ア ビ リ テ ィ 牝2鹿 54 的場 勇人西村 專次氏 的場 均 浦河 グラストレーニ

ングセンター 454 ―1：38．81� 253．6�
46 ハシレウマザンマイ 牝2栗 54 柴山 雄一鈴木 慈雄氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 426 ―1：38．9クビ 300．1�
11 ロジヒューズ 牝2鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 462 ―1：39．0� 8．6�
34 エスシーハンコック 牝2栗 54 戸崎 圭太工藤 圭司氏 森 秀行 浦河 高松牧場 450 ― 〃 クビ 5．5�
815 ダイメイスズ 牝2鹿 54 幸 英明宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 428 ―1：39．1� 188．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，247，300円 複勝： 44，701，500円 枠連： 15，466，500円
馬連： 60，626，900円 馬単： 30，374，300円 ワイド： 38，399，200円
3連複： 72，877，000円 3連単： 92，409，200円 計： 390，101，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 250円 � 1，060円 枠 連（6－8） 900円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 570円 �� 2，150円 �� 5，000円

3 連 複 ��� 16，540円 3 連 単 ��� 47，780円

票 数

単勝票数 計 352473 的中 � 105853（1番人気）
複勝票数 計 447015 的中 � 111428（1番人気）� 42344（5番人気）� 7732（10番人気）
枠連票数 計 154665 的中 （6－8） 13178（3番人気）
馬連票数 計 606269 的中 �� 34000（5番人気）
馬単票数 計 303743 的中 �� 11151（4番人気）
ワイド票数 計 383992 的中 �� 18477（5番人気）�� 4464（24番人気）�� 1882（40番人気）
3連複票数 計 728770 的中 ��� 3303（52番人気）
3連単票数 計 924092 的中 ��� 1402（152番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―36．9―50．0―1：02．5―1：14．2―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．6

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

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

勝馬の
紹 介

デュッセルドルフ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2015．4．15生 牝2栗 母 ガラディナー 母母 ディナータイム 1戦1勝 賞金 7，000，000円

25090 9月30日 曇 良 （29中山4）第8日 第6競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時00分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

24 ストロングレヴィル 牡3黒鹿54 石橋 脩村木 篤氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－ 42：15．3 5．5�

48 コルコバード 牝4黒鹿55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 444± 02：15．62 1．8�
59 トータルソッカー 牡3栗 54 吉田 隼人渡邊 隆氏 尾形 充弘 新ひだか 真歌田中牧場 484－10 〃 アタマ 9．1�
35 レンジャックマン 牡3鹿 54 内田 博幸田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 446± 02：15．7� 13．8�
510 ベイビーステップ 牡3鹿 54

51 ▲武藤 雅大塚Ry’sCLUB 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 480－ 42：15．91	 24．3�
611 マイネルクラフト 牡4黒鹿57 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム B486± 0 〃 クビ 16．3

817 シンボリジュネス 牝3栗 52 柴田 善臣シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 470± 02：16．21� 110．2�
815 ハ ウ エ バ ー 牡3栗 54 柴山 雄一古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 410＋ 22：16．3
 114．1�
713 ピエスドール 牝3鹿 52

49 ▲野中悠太郎 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 412－ 6 〃 ハナ 166．1
23 � カスタディーヴァ 牝3白 50

47 ▲藤田菜七子ディアレストクラブ	 田村 康仁 新 Windsor Park
Stud Ltd 454＋ 6 〃 アタマ 6．0�

714 スパークルメノウ 牡3黒鹿54 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 466± 02：16．4
 36．9�
816 ウインドオブホープ �4栗 57

56 ☆木幡 初也�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 534＋10 〃 アタマ 164．9�
11 トーアツキヒカリ 牡3鹿 54 黛 弘人高山ランド	 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 462－ 42：16．71
 556．9�
12 カ ト リ ー ヌ 牝3鹿 52 吉田 豊荒牧 政美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 462＋ 22：17．65 452．4�
36  フランチェスコ 牡4鹿 57 武士沢友治海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 474＋10 〃 ハナ 387．9�
47 クリノダヴィンチ 牡3鹿 54 西田雄一郎栗本 博晴氏 天間 昭一 新ひだか 千代田牧場 480＋ 62：17．7
 534．1�
612 テンゴールドラブ 牝3青鹿52 嶋田 純次天白 泰司氏 尾形 和幸 新冠 佐藤牧場 434－ 42：18．33
 620．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 42，534，400円 複勝： 67，556，700円 枠連： 20，804，800円
馬連： 78，105，800円 馬単： 40，571，700円 ワイド： 50，771，700円
3連複： 112，256，300円 3連単： 147，121，800円 計： 559，723，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 140円 � 110円 � 160円 枠 連（2－4） 350円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 260円 �� 530円 �� 260円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 6，940円

票 数

単勝票数 計 425344 的中 � 61381（2番人気）
複勝票数 計 675567 的中 � 104454（2番人気）� 261178（1番人気）� 72128（3番人気）
枠連票数 計 208048 的中 （2－4） 45373（1番人気）
馬連票数 計 781058 的中 �� 104725（1番人気）
馬単票数 計 405717 的中 �� 18206（6番人気）
ワイド票数 計 507717 的中 �� 52418（2番人気）�� 21345（6番人気）�� 53223（1番人気）
3連複票数 計1122563 的中 ��� 84870（1番人気）
3連単票数 計1471218 的中 ��� 15369（15番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．6―13．1―13．0―12．7―12．2―11．7―11．4―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．4―38．0―51．1―1：04．1―1：16．8―1：29．0―1：40．7―1：52．1―2：03．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ストロングレヴィル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．2．25 中山1着

2014．2．17生 牡3黒鹿 母 アドマイヤダンサー 母母 キャサリーンパー 7戦2勝 賞金 21，704，000円



25091 9月30日 曇 稍重 （29中山4）第8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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�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
1：08．7
1：08．7

重
重

714 ダノンアイリス 牝4青鹿55 戸崎 圭太�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 468－ 21：10．5 2．7�
11 レアドロップ 牝4芦 55

52 ▲武藤 雅岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 460＋ 6 〃 クビ 5．4�
713 ワシントンレガシー 牝3芦 53 柴山 雄一吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：10．6クビ 3．6�
12 ミ ス パ イ ロ 牝3黒鹿53 松岡 正海村田 哲朗氏 浅野洋一郎 日高 戸川牧場 468＋ 41：11．23� 8．7�
47 シャンパンサーベル 牝5黒鹿55 吉田 隼人田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 474＋ 61：11．41� 86．2�
24 メランコリア 牝5栗 55 内田 博幸	ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 494± 01：11．71� 18．4

36 アースヴィグラス 牝3鹿 53 蛯名 正義松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 444－ 6 〃 クビ 48．2�
815 リチュアルローズ 牝4鹿 55 田中 勝春 	社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 470＋141：11．8クビ 37．7�
23 パパラヴズマンボ 牝5青鹿55 村田 一誠	グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B454＋ 41：12．33 51．2
59 テ ン キ セ キ 牝4鹿 55 石橋 脩天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B480± 01：12．4� 10．0�
510 カネトシユキミ 牝3黒鹿53 勝浦 正樹兼松 昌男氏 水野 貴広 浦河 ヒダカフアーム 394－ 21：12．5クビ 93．4�
612 ラブユーミー 牝3鹿 53 江田 照男増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 488＋ 8 〃 クビ 25．0�
48 � キキズブルーム 牝4鹿 55 武士沢友治加藤 徹氏 小桧山 悟 新冠 大狩部牧場 464＋161：12．81� 352．1�
816� シンキングカミユ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 初也佐藤 雄司氏 粕谷 昌央 新冠 浜口牧場 436－ 41：13．22� 447．7�
35 ホッコーモモタン 牝4黒鹿55 幸 英明北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 426－ 41：14．37 31．7�

（15頭）
611 ス ズ ダ リ ア 牝5鹿 55

52 ▲菊沢 一樹小紫惠美子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 482＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，350，600円 複勝： 57，023，100円 枠連： 28，756，700円
馬連： 75，629，200円 馬単： 34，678，400円 ワイド： 47，832，500円
3連複： 98，156，700円 3連単： 120，995，300円 計： 495，422，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 160円 � 130円 枠 連（1－7） 320円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 390円 �� 220円 �� 400円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 4，100円

票 数

単勝票数 差引計 323506（返還計 3130） 的中 � 92653（1番人気）
複勝票数 差引計 570231（返還計 6241） 的中 � 143759（1番人気）� 76930（3番人気）� 107765（2番人気）
枠連票数 差引計 287567（返還計 309） 的中 （1－7） 67707（1番人気）
馬連票数 差引計 756292（返還計 21457） 的中 �� 61399（2番人気）
馬単票数 差引計 346784（返還計 9543） 的中 �� 19311（3番人気）
ワイド票数 差引計 478325（返還計 17238） 的中 �� 28754（2番人気）�� 63251（1番人気）�� 28421（3番人気）
3連複票数 差引計 981567（返還計 49105） 的中 ��� 75405（1番人気）
3連単票数 差引計1209953（返還計 57857） 的中 ��� 21346（2番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．3―12．0―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．6―45．6―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンアイリス �
�
父 Arch �

�
母父 Stormy Atlantic デビュー 2016．1．10 中山2着

2013．2．7生 牝4青鹿 母 カリフォルニアネクター 母母 Absolute Nectar 12戦3勝 賞金 32，574，000円
〔競走除外〕 スズダリア号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し，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。
〔制裁〕 スズダリア号の騎手菊沢一樹は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スズダリア号は，平成29年10月1日から平成29年10月30日まで出走停止。停止期間の満了後に

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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 サンクタリリアス号

25092 9月30日 曇 稍重 （29中山4）第8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）

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

24 エグジットラック 牡3栗 54 柴山 雄一戸賀 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 504＋ 61：52．5 77．8�
11 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± 01：52．71 6．2�
510 コティニャック 牡5青鹿57 丸山 元気伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 B526－12 〃 アタマ 8．8�
23 ニーマルサンデー 牡3青鹿54 吉田 豊板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 470＋ 61：53．01� 9．5�
12 コットンボウル 牡3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 474－ 2 〃 クビ 14．9�
815 マイネルネッツ 牡5鹿 57 戸崎 圭太 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 482＋ 21：53．95 2．5

36 リリカルホワイト 牝4芦 55 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 534＋ 2 〃 アタマ 4．2�
714� ステラルーチェ 牡5栗 57 村田 一誠池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム B478＋ 21：54．0� 85．5�
48 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± 01：54．21 12．7
59 ウインブルースカイ 牡4栗 57 松岡 正海	ウイン 清水 英克 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 468± 01：54．73 233．6�
35 � セレニティフレア 牝3栗 52 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 444－ 21：55．23 98．3�
612 レアルイモン 牡5栗 57 二本柳 壮井門 昭二氏 松山 将樹 日高 坂 牧場 B508＋ 41：56．47 367．3�
47 � プレツィオーゼ 	5鹿 57

54 ▲菊沢 一樹髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 438＋ 21：56．5� 204．1�
816� アポロノホウリン 牡4鹿 57

54 ▲武藤 雅アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 天羽 禮治 486－ 21：56．92� 27．0�
713 サ ノ マ ル 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子佐野 信幸氏 中野 栄治 新冠 ハクツ牧場 B492－141：57．32� 114．7�
611 サーストンウィナー 牡3黒鹿54 松田 大作齊藤 宣勝氏 武井 亮 浦河 高岸 順一 486＋ 41：57．51
 173．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，557，600円 複勝： 60，606，800円 枠連： 25，928，300円
馬連： 93，027，400円 馬単： 42，503，200円 ワイド： 52，933，100円
3連複： 113，190，900円 3連単： 148，005，300円 計： 573，752，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，780円 複 勝 � 1，440円 � 220円 � 300円 枠 連（1－2） 1，510円

馬 連 �� 21，620円 馬 単 �� 55，340円

ワ イ ド �� 4，990円 �� 5，820円 �� 950円

3 連 複 ��� 40，400円 3 連 単 ��� 450，850円

票 数

単勝票数 計 375576 的中 � 3860（9番人気）
複勝票数 計 606068 的中 � 8927（9番人気）� 84776（3番人気）� 55057（4番人気）
枠連票数 計 259283 的中 （1－2） 13272（6番人気）
馬連票数 計 930274 的中 �� 3334（37番人気）
馬単票数 計 425032 的中 �� 576（84番人気）
ワイド票数 計 529331 的中 �� 2674（36番人気）�� 2291（39番人気）�� 14954（11番人気）
3連複票数 計1131909 的中 ��� 2101（88番人気）
3連単票数 計1480053 的中 ��� 238（693番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．7―12．8―12．2―12．3―12．6―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．0―49．8―1：02．0―1：14．3―1：26．9―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エグジットラック �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．2．5 東京1着

2014．5．10生 牡3栗 母 トレノローザ 母母 サンデーローザ 6戦2勝 賞金 15，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時05分に変更。
〔制裁〕 コティニャック号の騎手丸山元気は，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）
※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 マイネルルミノーソ号



25093 9月30日 曇 良 （29中山4）第8日 第9競走 ��
��1，200�カンナステークス

発走14時35分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

11 ペイシャルアス 牝2栗 54 石橋 脩北所 直人氏 坂口 正則 浦河 杵臼斉藤牧場 480＋101：09．2 8．2�
36 リンシャンカイホウ 牡2鹿 54 松田 大作�KTレーシング 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム 434－ 21：09．3� 18．3�
611 オジョーノキセキ 牝2鹿 54 吉田 隼人前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 498＋ 2 〃 クビ 17．6�
24 シ ス ル 牝2青 54 三浦 皇成中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 472－ 21：09．51	 93．5�
713
 リュウノユキナ 牡2芦 55 五十嵐冬樹蓑島 竜一氏 桑原 義光 新ひだか 藤川フアーム 468± 0 〃 ハナ 5．6�

（北海道） （北海道）

47 ヴ ァ イ ザ ー 牡2黒鹿54 戸崎 圭太 	キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 430－ 21：09．6� 1．7

35 ル リ ハ リ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行 	ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 410－121：09．7� 78．7�
815 セイウンリリシイ 牝2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 462± 01：09．8� 26．2�
48 ココロノイコロ 牡2黒鹿54 田辺 裕信海谷 幸司氏 高橋 祥泰 新ひだか 谷岡牧場 430＋141：10．01	 72．0
59 パ ッ セ 牝2栗 54 大野 拓弥	ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 496＋101：10．1� 14．9�
12 ピ カ ピ カ 牝2鹿 54 西田雄一郎	ミルファーム 石毛 善彦 むかわ 真壁 信一 474－ 6 〃 クビ 104．6�
816 ジ ス モ ン ダ 牝2鹿 54 岩部 純二	ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 468＋ 81：10．31	 309．5�
612 ト ラ ン プ 牡2鹿 54 柴山 雄一大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 ハクツ牧場 436＋ 21：10．4� 233．0�
23 ナムラストロベリー 牝2鹿 54 津村 明秀奈村 睦弘氏 谷原 義明 新ひだか 八田ファーム 436＋ 2 〃 クビ 290．5�
714 ニシノコデマリ 牝2鹿 54 武藤 雅西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 420＋ 4 〃 アタマ 25．6�
510 ビ リ ー バ ー 牝2黒鹿54 杉原 誠人	ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 430－101：10．71� 101．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，155，000円 複勝： 84，158，300円 枠連： 23，825，600円
馬連： 116，087，600円 馬単： 60，618，400円 ワイド： 63，376，100円
3連複： 142，662，400円 3連単： 212，068，700円 計： 762，952，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 280円 � 390円 � 460円 枠 連（1－3） 4，340円

馬 連 �� 5，430円 馬 単 �� 10，930円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 1，440円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 17，650円 3 連 単 ��� 95，850円

票 数

単勝票数 計 601550 的中 � 61695（3番人気）
複勝票数 計 841583 的中 � 84736（3番人気）� 55592（5番人気）� 45581（6番人気）
枠連票数 計 238256 的中 （1－3） 4249（14番人気）
馬連票数 計1160876 的中 �� 16546（15番人気）
馬単票数 計 606184 的中 �� 4157（31番人気）
ワイド票数 計 633761 的中 �� 10474（14番人気）�� 11442（13番人気）�� 7777（22番人気）
3連複票数 計1426624 的中 ��� 6062（44番人気）
3連単票数 計2120687 的中 ��� 1604（250番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．6―11．6―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．1―45．7―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャルアス �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．7．8 中京5着

2015．3．25生 牝2栗 母 ル ア ス 母母 アイリッシュクレア 5戦2勝 賞金 24，043，000円
〔制裁〕 リンシャンカイホウ号の騎手松田大作は，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50，000円。（被害馬：1番・

11番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

25094 9月30日 曇 良 （29中山4）第8日 第10競走 ��
��2，000�

な ら し の

習 志 野 特 別
発走15時10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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

24 オウケンブラック 牡6鹿 57 松田 大作福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 474－ 81：59．5 52．5�
714 シャインアロー 	5栗 57 松岡 正海岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 458－ 61：59．6
 85．3�
59 レッドローゼス 牡3鹿 54 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 474－ 2 〃 クビ 1．7�
12 エフティスパークル 牡4黒鹿57 三浦 皇成吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 450－ 41：59．7
 5．1�
815 ミッシングリンク 牝3栗 52 戸崎 圭太小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 514＋ 2 〃 クビ 10．0�
611� イ チ ダ イ 牡4鹿 57 内田 博幸合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 520－101：59．9� 15．8	
23 ピッツバーグ 	4鹿 57 勝浦 正樹�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 496－ 2 〃 ハナ 122．9

36 ジョンブドール 牝5鹿 55 大野 拓弥 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 448＋10 〃 アタマ 25．4�
35 ラッシュアタック 牡5鹿 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 菊川 正達 洞�湖 レイクヴィラファーム 496± 02：00．0
 90．2
48 ユニゾンデライト 牡4鹿 57 田中 勝春 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 488－ 4 〃 ハナ 9．5�
47 ベストリゾート 牡3鹿 54 石橋 脩保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472－ 22：00．42
 18．4�
816 ドラゴンカップ 牡4鹿 57 田辺 裕信窪田 芳郎氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 454＋ 22：00．61 24．2�
510 シングンジョーカー 牡6黒鹿57 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 470－ 42：00．7
 210．5�
713 ワンスインアライフ 牡4鹿 57 幸 英明前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 456－ 22：01．02 38．8�
11 スワンボート 牡7鹿 57 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 460－ 22：01．42
 583．4�
612 マイネボニータ 牝6栗 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 430＋ 62：02．25 453．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，913，400円 複勝： 161，205，900円 枠連： 33，721，200円
馬連： 157，960，600円 馬単： 79，642，300円 ワイド： 83，974，400円
3連複： 194，466，300円 3連単： 315，691，800円 計： 1，081，575，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，250円 複 勝 � 620円 � 1，210円 � 110円 枠 連（2－7） 14，550円

馬 連 �� 91，830円 馬 単 �� 254，170円

ワ イ ド �� 11，130円 �� 1，220円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 44，980円 3 連 単 ��� 534，750円

票 数

単勝票数 計 549134 的中 � 8358（10番人気）
複勝票数 計1612059 的中 � 25708（9番人気）� 12389（11番人気）� 1045371（1番人気）
枠連票数 計 337212 的中 （2－7） 1795（30番人気）
馬連票数 計1579606 的中 �� 1333（75番人気）
馬単票数 計 796423 的中 �� 235（158番人気）
ワイド票数 計 839744 的中 �� 1893（61番人気）�� 18170（13番人気）�� 9224（20番人気）
3連複票数 計1944663 的中 ��� 3242（94番人気）
3連単票数 計3156918 的中 ��� 428（788番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―13．1―11．0―12．3―11．9―11．8―11．8―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―36．7―47．7―1：00．0―1：11．9―1：23．7―1：35．5―1：47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．8
1
3
15（5，7）（3，12）（6，9）（1，10）14－（2，8）4－16－11－13
7，15（3，12）5，9（1，6）14，10（4，2）8（11，16，13）

2
4

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

勝馬の
紹 介

オウケンブラック �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2013．12．21 中山1着

2011．4．6生 牡6鹿 母 メジロバーミューズ 母母 メジロエバート 31戦4勝 賞金 84，767，000円
〔制裁〕 シングンジョーカー号の騎手武士沢友治は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：2番・8番・

13番）



25095 9月30日 曇 良 （29中山4）第8日 第11競走 ��
��1，600�

しゅうふう

秋風ステークス
発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，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55�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

22 ジュールポレール 牝4鹿 55 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466＋141：34．8 1．7�

33 フロンテアクイーン 牝4鹿 55 田中 勝春三協ファーム� 国枝 栄 浦河 林 孝輝 466＋ 2 〃 クビ 6．9�
45 ヴ ェ ネ ト 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 81：35．01� 6．4�
57 デアレガーロ 牝3鹿 53 蛯名 正義 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 464－ 61：35．1	 31．5�
610 ストーミーシー 牡4栗 57 大野 拓弥�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 528＋ 8 〃 クビ 11．2	
34 
 ルグランフリソン 牡4鹿 57 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 466＋ 4 〃 アタマ 11．3

711 マイネルメリエンダ 牡6栗 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 486－181：35．2クビ 73．9�
712 ルグランパントル �5鹿 57 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 476± 01：35．41� 24．2�
69 メイクアップ 牡6栗 57 内田 博幸岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 468－ 2 〃 クビ 109．0
813 マ リ オ ー ロ 牡5鹿 57 吉田 隼人菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 496－ 2 〃 ハナ 120．3�
58 ストレンジクォーク 牡5鹿 57 田辺 裕信 �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 494－ 4 〃 アタマ 10．5�
11 カバーストーリー 牡6栗 57 津村 明秀前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 474＋ 21：35．5	 287．1�
814 オコレマルーナ 牡8青鹿57 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 460± 01：35．81� 117．8�
46 ダイシンブラック 牡8鹿 57 柴山 雄一大八木信行氏 戸田 博文 新冠 守矢牧場 474± 01：37．07 412．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 90，314，900円 複勝： 141，187，700円 枠連： 52，704，400円
馬連： 262，071，900円 馬単： 122，571，200円 ワイド： 124，257，900円
3連複： 338，776，700円 3連単： 597，517，300円 計： 1，729，402，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 170円 枠 連（2－3） 370円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 230円 �� 260円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 2，770円

票 数

単勝票数 計 903149 的中 � 404478（1番人気）
複勝票数 計1411877 的中 � 622530（1番人気）� 162634（2番人気）� 138914（3番人気）
枠連票数 計 527044 的中 （2－3） 107700（1番人気）
馬連票数 計2620719 的中 �� 354922（1番人気）
馬単票数 計1225712 的中 �� 126785（1番人気）
ワイド票数 計1242579 的中 �� 153185（1番人気）�� 129327（2番人気）�� 40224（7番人気）
3連複票数 計3387767 的中 ��� 239911（1番人気）
3連単票数 計5975173 的中 ��� 155852（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―25．0―36．7―48．6―1：00．6―1：12．2―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

ジュールポレール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2016．4．23 京都5着

2013．5．2生 牝4鹿 母 サマーナイトシティ 母母 ダイアモンドシティ 11戦5勝 賞金 110，121，000円

25096 9月30日 曇 稍重 （29中山4）第8日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16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

714 ブランオラージュ 牡3芦 55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 436＋ 41：10．4 11．6�
36 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 472＋ 41：10．61� 2．9�
12 	 ア オ テ ン 牡4鹿 57 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 512＋101：11．02
 9．1�
35 シルバーストーン 牡3芦 55 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 492± 01：11．1� 21．2�
48 トウショウスレッジ 牡4栗 57

54 ▲横山 武史トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 496＋ 81：11．2クビ 52．0�
24 � ペニーウェディング 牝4鹿 55 吉田 豊吉田 和子氏 高橋 文雅 米 Lynn Schiff 512＋141：11．52 63．6	
11 ハイレベルバイオ 牝5黒鹿55 江田 照男バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム B506＋ 81：11．6
 56．6

611 フクノクオリア 3黒鹿55 松岡 正海福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 B500＋ 41：12．34 77．8�
612 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± 0 〃 アタマ 4．0�
23 ド ラ グ ー ン 5鹿 57 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518± 01：12．51� 8．2
47 	 ア イ ー ダ 牝3鹿 53

50 ▲菊沢 一樹 �ローレルレーシング 浅野洋一郎 青森 ワールドファーム 440－23 〃 クビ 187．7�
815 クラウンジューン 牡5鹿 57 西田雄一郎�クラウン 伊藤 伸一 日高 クラウン日高牧場 488＋161：12．71 413．8�
713 カシノアーニング 牡4鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 434－101：13．12
 388．8�
510	 トーホウボニータ 牝3芦 53

50 ▲野中悠太郎東豊物産� 武藤 善則 新ひだか 前川 正美 422± 01：13．52
 261．7�
59 ノリノリコユキ 牝3鹿 53 大野 拓弥大久保和夫氏 勢司 和浩 日高 厚賀古川牧場 438－ 21：14．24 27．8�
816� サ リ ネ ロ 牝3黒鹿53 津村 明秀吉田 和美氏 中川 公成 米

Gaines－Gentry TBs, John
Hardy, Olin Gentry, Jude
Thompson & Thomas Gai

492－ 8 （競走中止） 5．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 76，305，100円 複勝： 92，631，600円 枠連： 40，068，900円
馬連： 185，448，000円 馬単： 74，999，500円 ワイド： 103，732，100円
3連複： 235，619，600円 3連単： 327，566，100円 計： 1，136，370，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 270円 � 160円 � 300円 枠 連（3－7） 1，600円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 4，840円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，740円 �� 700円

3 連 複 ��� 6，940円 3 連 単 ��� 42，830円

票 数

単勝票数 計 763051 的中 � 52393（6番人気）
複勝票数 計 926316 的中 � 81123（5番人気）� 191246（1番人気）� 69363（6番人気）
枠連票数 計 400689 的中 （3－7） 19355（7番人気）
馬連票数 計1854480 的中 �� 66347（7番人気）
馬単票数 計 749995 的中 �� 11604（20番人気）
ワイド票数 計1037321 的中 �� 39100（6番人気）�� 14658（19番人気）�� 38965（7番人気）
3連複票数 計2356196 的中 ��� 25432（20番人気）
3連単票数 計3275661 的中 ��� 5544（140番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．1―11．8―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．4―45．2―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブランオラージュ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2016．6．18 函館4着

2014．5．31生 牡3芦 母 ハ ル ダ ル 母母 ルシールシーダー 5戦2勝 賞金 14，100，000円
〔競走中止〕 サリネロ号は，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〕 サリネロ号は，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。
※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） 2頭 フリームーヴメント号・ユアザスター号
（非抽選馬） 3頭 サンアルパイン号・ネオビッグバン号・ラスカルグレイ号



（29中山4）第8日 9月30日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 186頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

207，550，000円
5，060，000円
15，440，000円
1，430，000円
22，910，000円
77，580，000円
5，650，800円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
538，641，700円
877，638，000円
311，325，200円
1，264，459，700円
602，454，300円
721，353，400円
1，642，752，000円
2，376，325，600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 8，334，949，900円

総入場人員 19，704名 （有料入場人員 17，518名）
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