
25013 9月9日 晴 良 （30中山4）第2日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時10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 マイネルアルケミー 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 村下 清志 460± 01：09．6 3．4�

713� ヴォイスオブジョイ 牝2鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan

Connors 448＋ 61：10．02� 5．8�
714 ミリオンゲーム 牝2栗 54

52 △藤田菜七子ドラゴンヒルズホースクラブ 奥村 武 安平 ノーザンファーム 426＋121：10．1� 8．8�
510 ニシノドレッシー 牝2鹿 54 的場 勇人西山 茂行氏 的場 均 日高 日西牧場 428± 01：10．31� 7．0�
11 オトリコミチュウ 牝2青鹿54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 飛野牧場 432± 0 〃 クビ 13．9�
12 カツコノユメ 牝2芦 54 柴田 善臣大久保與志雄氏 伊藤 伸一 日高 厚賀古川牧場 410＋ 81：10．4� 35．2	
612 フラッシュノワール 牡2黒鹿54 北村 宏司 
キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 クビ 11．1�
23 トーアマーブル 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 422＋ 21：10．5クビ 60．8�
59 ダイユウアイーダ 牝2栗 54 石川裕紀人大友 靖岐氏 相沢 郁 日高 前野牧場 418± 0 〃 クビ 65．2
47 コロポックル 牝2鹿 54 宮崎 北斗 
ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 21：10．71� 31．9�
815 ボヘミアラプソディ 牡2鹿 54 丸山 元気平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B472＋ 61：10．8クビ 11．6�
36 イエローナイフ 牡2青 54

52 △菊沢 一樹
ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 B442－ 4 〃 クビ 306．9�
24 ワラウウマザンマイ 牡2鹿 54 内田 博幸鈴木 慈雄氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 414＋ 2 〃 ハナ 132．4�
35 レトルダムール 牡2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也 
スピードファーム佐藤 吉勝 日高 佐々木牧場 452＋ 61：11．01� 129．6�
48 メドウスイート 牝2鹿 54

52 △横山 武史中村 智幸氏 高柳 瑞樹 新冠 浜口牧場 432－ 21：11．1� 195．1�
816 ヘ デ ラ 牝2鹿 54 戸崎 圭太
ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 426－ 41：11．52� 9．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，302，400円 複勝： 54，408，500円 枠連： 22，459，100円
馬連： 77，313，000円 馬単： 32，347，700円 ワイド： 52，285，300円
3連複： 114，628，000円 3連単： 122，182，300円 計： 508，926，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 170円 � 260円 枠 連（6－7） 430円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 370円 �� 710円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 7，740円

票 数

単勝票数 計 333024 的中 � 81191（1番人気）
複勝票数 計 544085 的中 � 124982（1番人気）� 82452（2番人気）� 42046（5番人気）
枠連票数 計 224591 的中 （6－7） 40312（1番人気）
馬連票数 計 773130 的中 �� 75176（1番人気）
馬単票数 計 323477 的中 �� 19715（1番人気）
ワイド票数 計 522853 的中 �� 39547（1番人気）�� 18279（5番人気）�� 13548（11番人気）
3連複票数 計1146280 的中 ��� 35719（4番人気）
3連単票数 計1221823 的中 ��� 11439（3番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―11．8―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．2―47．0―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルアルケミー �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．7．14 福島7着

2016．5．25生 牡2栗 母 ビリーヴザミラクル 母母 アズウィロー 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 カツコノユメ号の騎手柴田善臣は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・10番・13番）

イエローナイフ号の騎手菊沢一樹は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・7番）
※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 シゲルネコライト号・スカイポート号

25014 9月9日 晴 良 （30中山4）第2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

44 ディキシーナイト 牡2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 514－102：02．2 1．2�
22 レオンドーロ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 22：02．3� 5．7�
33 ニシノイタダキ 牡2鹿 54 大野 拓弥西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 482－ 22：03．47 13．0�
77 マイネルモーディグ 牡2栗 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新ひだか 松本牧場 462± 0 〃 アタマ 6．5�
55 ショウチクバイ 牡2鹿 54

52 △菊沢 一樹�ミルファーム 宗像 義忠 新冠 小泉 学 484± 02：03．82� 103．5	
66 マイネルジャーニー 牡2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 浦河 笹島 智則 B468－ 22：04．65 72．4

11 フラワーリース 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 桑田フアーム 444－ 22：04．91� 75．8�
（7頭）

売 得 金
単勝： 30，685，000円 複勝： 129，445，300円 枠連： 発売なし
馬連： 35，524，000円 馬単： 38，246，600円 ワイド： 23，940，500円
3連複： 39，066，600円 3連単： 175，783，500円 計： 472，691，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 260円

ワ イ ド �� 120円 �� 170円 �� 260円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 780円

票 数

単勝票数 計 306850 的中 � 193701（1番人気）
複勝票数 計1294453 的中 � 1090450（1番人気）� 79281（2番人気）
馬連票数 計 355240 的中 �� 116916（1番人気）
馬単票数 計 382466 的中 �� 107996（1番人気）
ワイド票数 計 239405 的中 �� 66125（1番人気）�� 32257（3番人気）�� 16936（5番人気）
3連複票数 計 390666 的中 ��� 75706（2番人気）
3連単票数 計1757835 的中 ��� 161915（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．5―36．2―48．4―1：02．0―1：15．1―1：27．6―1：39．5―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．6
1
3
6，7，3－2－5，4，1・（6，7）3（5，2）4－1

2
4
6－7－3－2－5，4，1・（6，7）（3，2）5，4－1

勝馬の
紹 介

ディキシーナイト �

父 ダイワメジャー �


母父 ホワイトマズル デビュー 2018．7．15 函館2着

2016．2．23生 牡2鹿 母 カメリアローズ 母母 カプリコーン 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※フラワーリース号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第４回 中山競馬 第２日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



25015 9月9日 晴 良 （30中山4）第2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 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
1：48．5
1：47．8

重
重

611 ショーンガウアー 牡3栗 56 北村 宏司 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B492± 01：53．8 1．6�
612 オーフルテソーロ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B500－ 81：54．54 4．7�

713 オ オ イ リ 牡3鹿 56 江田 照男古川 智洋氏 中川 公成 浦河 丸幸小林牧場 B500＋ 61：54．71� 19．4�
23 ピ ラ ー タ 牡3鹿 56 C．ルメール 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 474± 01：55．01� 7．5�
816 ダノンユニヴァース �3黒鹿56 丸田 恭介�ダノックス 大竹 正博 日高 白井牧場 504＋ 31：55．53 131．5	
59 ベルウッドヘルタ 牡3鹿 56

54 △横山 武史鈴木 照雄氏 伊藤 大士 浦河 中脇 満 506＋ 21：55．6� 42．2

714 サーベイヤースリー 牡3鹿 56 柴山 雄一�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム B480－ 21：55．7� 78．5�
12 ゴールデンライラ 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹 H.F Association 高橋 文雅 新ひだか 増本牧場 468＋ 81：55．91� 54．4�
815 メモリーブレッド 牡3鹿 56 石川裕紀人保坂 和孝氏 小笠 倫弘 新ひだか 坂本牧場 B506－ 21：56．11 16．6
11 ロードショー 牡3鹿 56 柴田 大知鶴見 恵理氏 和田 雄二 浦河 有限会社

吉田ファーム 474－ 41：57．37 262．5�
24 ヤマニンフォルツァ 牡3栗 56 内田 博幸土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 B526＋ 21：57．51 11．9�
36 ア イ リ ス ト 牝3鹿 54

52 △藤田菜七子柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 新ひだか 藤本牧場 430－ 41：57．71� 83．1�
47 ヒロノゴールド 牡3栗 56 伊藤 工真中丸 裕嗣氏 勢司 和浩 浦河 カナイシスタッド 514＋ 41：57．8� 299．7�
48 ハリケーンズアイ 牡3黒鹿56 武士沢友治会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 502＋181：58．22� 253．2�
35 ハウキュート 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊川 正達 新ひだか 静内白井牧場 B456－ 41：59．05 253．0�

510 ムーンリットエルフ 牡3栗 56 丸山 元気 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 青木 孝文 日高 槇本牧場 506＋ 42：00．7大差 126．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，839，900円 複勝： 97，589，300円 枠連： 20，017，400円
馬連： 61，928，900円 馬単： 36，437，400円 ワイド： 47，239，300円
3連複： 95，700，400円 3連単： 143，098，600円 計： 535，851，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 230円 枠 連（6－6） 330円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 170円 �� 470円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 2，670円

票 数

単勝票数 計 338399 的中 � 166426（1番人気）
複勝票数 計 975893 的中 � 625172（1番人気）� 104170（2番人気）� 35900（6番人気）
枠連票数 計 200174 的中 （6－6） 46640（2番人気）
馬連票数 計 619289 的中 �� 138428（1番人気）
馬単票数 計 364374 的中 �� 58166（1番人気）
ワイド票数 計 472393 的中 �� 90733（1番人気）�� 22336（5番人気）�� 14056（9番人気）
3連複票数 計 957004 的中 ��� 62687（4番人気）
3連単票数 計1430986 的中 ��� 38831（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．3―50．3―1：03．0―1：15．6―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―3F38．2
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ショーンガウアー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．12．10 中山5着

2015．2．7生 牡3栗 母 マルティンスターク 母母 ラ テ ル ネ 5戦1勝 賞金 9，700，000円
〔騎手変更〕 ゴールデンライラ号の騎手大庭和弥は，第1日第4競走での落馬負傷のため菊沢一樹に変更。
〔その他〕 ハリケーンズアイ号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムーンリットエルフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月9日まで平地

競走に出走できない。
ハウキュート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11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） 2頭 ウィナーズブレイク号・パトロナ号
（非抽選馬） 3頭 ザラストキャンディ号・スーパースナッズ号・ネイビークロス号

25016 9月9日 晴 良 （30中山4）第2日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時40分 （ダート・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
1：52．7
1：50．9

良
不良

813 ガルヴィハーラ 牡2栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 494 ―1：55．2 1．5�
712 ブリッツェンシチー 牡2鹿 54 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 498 ―1：56．15 34．0�
610 ジーナアイリス 牝2芦 54 内田 博幸 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 526 ―1：56．2クビ 8．6�
58 アドアステラ 牝2栗 54 柴田 大知 �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 454 ―1：56．41� 141．8�
45 ヨ ン ク 牡2鹿 54 石川裕紀人古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 484 ―1：57．03� 11．9	
814 アーチザンバレット 牡2栗 54 田辺 裕信 �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム 498 ―1：57．21 34．1

69 スカイファルコン 牡2栗 54 吉田 隼人�フクキタル 加藤 征弘 新冠 パカパカ

ファーム 460 ―1：57．3	 82．7�
11 ヴェンセールシチー 牡2芦 54 丸田 恭介 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 436 ―1：57．4� 47．7�
22 ブラックアルテミス 牝2栗 54

52 △横山 武史黒澤 尚氏 柴田 政人 日高 山際 辰夫 434 ―1：58．57 192．5
711 シャドウハンター 牡2栗 54 戸崎 圭太飯塚 知一氏 手塚 貴久 新ひだか ヒサイファーム 520 ―1：58．7	 18．3�
34 オ ニ カ ゲ 牡2鹿 54 蛯名 正義石田 宏氏 田中 清隆 日高 坪田 信作 464 ―1：59．33� 122．2�
46 マ リ ヒ メ 牝2鹿 54 丸山 元気桐谷 茂氏 南田美知雄 新冠 高瀬牧場 474 ―2：00．04 44．9�
57 ナ モ ラ ー ド 牡2青鹿54 黛 弘人石瀬 浩三氏 武井 亮 様似 小田 誠一 446 ―2：00．42� 292．2�
33 コーズオブラヴ 牡2鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 512 ―2：00．93 6．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，769，100円 複勝： 104，406，500円 枠連： 15，899，400円
馬連： 57，772，900円 馬単： 37，812，200円 ワイド： 41，539，700円
3連複： 79，831，500円 3連単： 131，667，900円 計： 506，699，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 400円 � 190円 枠 連（7－8） 620円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 750円 �� 280円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 12，290円

票 数

単勝票数 計 377691 的中 � 201220（1番人気）
複勝票数 計1044065 的中 � 757564（1番人気）� 17646（7番人気）� 52189（3番人気）
枠連票数 計 158994 的中 （7－8） 19614（4番人気）
馬連票数 計 577729 的中 �� 24608（5番人気）
馬単票数 計 378122 的中 �� 12747（7番人気）
ワイド票数 計 415397 的中 �� 13450（8番人気）�� 44164（2番人気）�� 4326（21番人気）
3連複票数 計 798315 的中 ��� 18099（9番人気）
3連単票数 計1316679 的中 ��� 7764（35番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．9―13．4―13．2―13．0―13．0―13．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．1―50．5―1：03．7―1：16．7―1：29．7―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．5
1
3
2，5－10（9，6）3（4，12）－（1，7，11，13）－8－14・（2，5，10）－（9，3，6，13）（12，14）－（11，8）1，4＝7

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

勝馬の
紹 介

ガルヴィハーラ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Rahy 初出走

2016．3．18生 牡2栗 母 ポロンナルワ 母母 シンハリーズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円



25017 9月9日 晴 良 （30中山4）第2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）
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

36 ヘリンヌリング 牝2青 54 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 442 ―1：37．2 12．0�

713 チャーチスクエア 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 466 ― 〃 クビ 1．5�
815 ハードエイム 牡2栗 54

51 ▲山田 敬士新井 衛氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 442 ―1：37．41 253．9�
47 エンドーツダ 牝2鹿 54 岩部 純二望月 雅博氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム 438 ―1：37．61� 16．8�
12 コスモアイトーン 牡2黒鹿54 戸崎 圭太 �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 452 ― 〃 ハナ 17．8	
35 ジ ェ イ コ ブ 牡2鹿 54 松岡 正海市川義美ホール

ディングス� 中舘 英二 千歳 社台ファーム 488 ―1：37．81 25．9

611 マジカルリボン 牝2鹿 54 北村 宏司田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 土田 扶美子 412 ― 〃 クビ 102．4�
11 エンパワーメント 牡2鹿 54 内田 博幸吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 438 ―1：37．9� 48．5�
510 ゲハイムローゼ 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 446 ―1：38．0	 187．7
24 サステイナビリティ 牡2鹿 54 津村 明秀ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450 ―1：38．1� 181．3�
48 ルパンスール 牝2鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452 ―1：38．52� 145．8�
23 ラテリシウス 牝2黒鹿54 石橋 脩 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 516 ― 〃 クビ 11．2�
612 チ ャ ピ 牝2黒鹿54 藤岡 康太加藤 晃央氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 454 ―1：38．92� 5．7�
59 ペシュウィズダム 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子福原 晃氏 柴田 政人 新ひだか 米田牧場 422 ―1：40．17 64．6�
714 フレンドピンク 牝2栗 54

51 ▲木幡 育也横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 八田ファーム 402 ― （競走中止） 284．1�
（15頭）

816 モンスタープリンス 牡2鹿 54 黛 弘人ホースアディクト杉浦 宏昭 日高 広中 稔 480 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 43，060，900円 複勝： 75，651，800円 枠連： 18，881，900円
馬連： 63，901，200円 馬単： 42，049，000円 ワイド： 43，809，100円
3連複： 85，801，900円 3連単： 133，634，500円 計： 506，790，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 220円 � 110円 � 2，460円 枠 連（3－7） 460円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 400円 �� 16，490円 �� 4，380円

3 連 複 ��� 35，240円 3 連 単 ��� 226，360円

票 数

単勝票数 差引計 430609（返還計 3160） 的中 � 30337（4番人気）
複勝票数 差引計 756518（返還計 5851） 的中 � 45377（3番人気）� 460299（1番人気）� 2777（14番人気）
枠連票数 差引計 188819（返還計 149） 的中 （3－7） 31276（2番人気）
馬連票数 差引計 639012（返還計 14934） 的中 �� 61917（2番人気）
馬単票数 差引計 420490（返還計 8075） 的中 �� 10606（9番人気）
ワイド票数 差引計 438091（返還計 14063） 的中 �� 31399（3番人気）�� 635（68番人気）�� 2420（34番人気）
3連複票数 差引計 858019（返還計 38570） 的中 ��� 1826（76番人気）
3連単票数 差引計1336345（返還計 56244） 的中 ��� 428（406番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―24．9―37．3―50．1―1：02．2―1：13．7―1：25．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

ヘリンヌリング �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2016．4．21生 牝2青 母 マイネポリーヌ 母母 マイネミレー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 モンスタープリンス号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 フレンドピンク号は，競走中に疾病〔左寛骨複骨折〕を発症したため2コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ショートボブ号・フォーエロ号・ホウオウビクトリー号・ルトンセラン号

25018 9月9日 晴 良 （30中山4）第2日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時00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

35 フェリーチェ 牝3鹿 53
51 △菊沢 一樹�大樹ファーム 菊沢 隆徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 446－ 41：11．6 7．1�
47 スビールアスール 牝4黒鹿55 大野 拓弥�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 474－ 21：11．7� 5．4�
612 ナリノメジャー 牝4栗 55 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 4 〃 アタマ 5．8�
12 ア ポ ロ ア ミ 牝3鹿 53 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 432－ 61：11．8� 28．5�
510 トラストロン 牝3黒鹿53 田中 勝春菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 442＋ 41：11．9� 13．3	
24 アースヴィグラス 牝4鹿 55 横山 典弘松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 458－ 21：12．0� 8．2

714 サイドストリート 牝3鹿 53 柴田 大知ニッシンレーシング 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 478± 01：12．21� 5．1�
816 シャンパンサーベル 牝6黒鹿55 三浦 皇成田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 472＋ 21：12．3� 4．2�
36 ジョリガーニャント 牝5鹿 55

54 ☆木幡 初也井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 須崎牧場 B490－ 41：12．4� 54．4
11 	 ワンダーラスト 牝5鹿 55

52 ▲木幡 育也下河�行雄氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 408＋161：12．93 193．5�
611	 ネバービーンベター 牝4青鹿55 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 448－101：13．53� 317．7�
815 ルタンメルヴェイユ 牝3栗 53 吉田 隼人杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 下屋敷牧場 482＋221：13．6クビ 27．3�
48 クリノロマン 牝3芦 53 西田雄一郎栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 460＋ 2 〃 ハナ 164．9�
23 	 ピ リ リ 牝3鹿 53

50 ▲山田 敬士今中 俊平氏 小桧山 悟 新ひだか 増本牧場 406－17 〃 クビ 261．9�
59 エリーナハーラー 牝3鹿 53 石川裕紀人飯塚 知一氏 栗田 徹 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 462－ 21：14．02 107．9�
713 スズカプリティー 牝7鹿 55

53 △藤田菜七子永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B476＋101：14．53 82．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，484，600円 複勝： 66，874，400円 枠連： 19，649，200円
馬連： 96，621，300円 馬単： 39，287，200円 ワイド： 61，147，500円
3連複： 135，219，300円 3連単： 155，903，400円 計： 614，186，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 230円 � 210円 � 210円 枠 連（3－4） 2，070円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 4，470円

ワ イ ド �� 830円 �� 850円 �� 620円

3 連 複 ��� 4，210円 3 連 単 ��� 25，380円

票 数

単勝票数 計 394846 的中 � 44186（5番人気）
複勝票数 計 668744 的中 � 74646（5番人気）� 84629（3番人気）� 82385（4番人気）
枠連票数 計 196492 的中 （3－4） 7340（11番人気）
馬連票数 計 966213 的中 �� 30906（14番人気）
馬単票数 計 392872 的中 �� 6579（24番人気）
ワイド票数 計 611475 的中 �� 18770（12番人気）�� 18189（13番人気）�� 25967（5番人気）
3連複票数 計1352193 的中 ��� 24042（14番人気）
3連単票数 計1559034 的中 ��� 4452（93番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．2―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―47．0―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．8
3 ・（7，8）12，14，15，16（1，6）（2，9，11）（4，5，10）＝（3，13） 4 ・（7，8）12，14（15，16）2（1，6）4，5（9，11，10）－3－13

勝馬の
紹 介

フェリーチェ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2017．7．1 福島12着

2015．2．18生 牝3鹿 母 タイキキララ 母母 タイキステラ 10戦2勝 賞金 21，270，000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 ウォルプタス号・エルヴス号



25019 9月9日 晴 良 （30中山4）第2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

68 フェンドオフ 牡3芦 54 大野 拓弥杉田 周作氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 496＋241：53．0 7．8�
11 ネ コ ワ シ 牡3鹿 54 柴田 大知桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 504± 01：53．31� 9．2�
69 リセンティート 牡4鹿 57 丹内 祐次米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 502－10 〃 クビ 20．3�
33 	 アポロリベリオン 牡5鹿 57 C．ルメール アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 米 Rabbah Blood-

stock LLC B478－ 81：53．4
 3．1�
57 � クリップスプリンガ 牡4鹿 57

56 ☆木幡 巧也山下 良子氏 岩戸 孝樹 新冠 ヤマタケ牧場 438－ 41：53．61 43．9�
56 エクレアハンター �3黒鹿54 石橋 脩李 柱坤氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 448－ 41：53．81 9．0�
22 ハートオブスワロー 牝4黒鹿55 武士沢友治	ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 432± 01：54．01
 28．9

813 ロジペルレスト 牡3栗 54 田辺 裕信久米田正明氏 大竹 正博 新冠 須崎牧場 514－ 41：54．32 2．5�
710� ア ク ア リ オ 牝4鹿 55 北村 宏司村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 450＋ 21：54．72
 63．4�
44 � ワイルドソング 牡4鹿 57

54 ▲山田 敬士西村 專次氏 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 530＋ 41：54．8
 124．0
45 � ケイツーマルク 牡4鹿 57 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 柴田 政人 厚真 阿部 栄乃進 492＋ 21：55．54 487．3�
711 パ フ ォ ー ム 牝4鹿 55 宮崎 北斗 	ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 21：56．13
 82．9�
812 ヒシデルマー 牡4黒鹿57 津村 明秀阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 カミイスタット 528－ 21：57．27 17．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，016，300円 複勝： 45，111，300円 枠連： 19，326，900円
馬連： 88，078，100円 馬単： 42，360，100円 ワイド： 53，091，800円
3連複： 114，654，300円 3連単： 158，694，400円 計： 559，333，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 310円 � 280円 � 470円 枠 連（1－6） 3，220円

馬 連 �� 4，590円 馬 単 �� 8，100円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 2，250円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 17，420円 3 連 単 ��� 84，910円

票 数

単勝票数 計 380163 的中 � 38722（3番人気）
複勝票数 計 451113 的中 � 38397（5番人気）� 45475（3番人気）� 23095（7番人気）
枠連票数 計 193269 的中 （1－6） 4644（12番人気）
馬連票数 計 880781 的中 �� 14869（15番人気）
馬単票数 計 423601 的中 �� 3921（27番人気）
ワイド票数 計 530918 的中 �� 10145（16番人気）�� 5991（25番人気）�� 9503（17番人気）
3連複票数 計1146543 的中 ��� 4934（49番人気）
3連単票数 計1586944 的中 ��� 1355（247番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．1―12．7―12．6―12．9―12．9―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―35．6―48．3―1：00．9―1：13．8―1：26．7―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェンドオフ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2018．3．18 中山1着

2015．4．17生 牡3芦 母 アドマイヤプルート 母母 スプリングハーレー 4戦2勝 賞金 13，500，000円

25020 9月9日 晴 良 （30中山4）第2日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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
1：44．9
1：43．9

良
良

68 レッドシルヴィ 牝5鹿 55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 456＋ 21：46．9 3．2�
44 ア シ ェ ッ ト 牝3鹿 52 武士沢友治加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 436＋ 8 〃 クビ 2．9�
813 シュバルツリッター 牡3青鹿54 大野 拓弥ライオンレースホース� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 460－ 21：47．11� 5．8�
11 ドリームマジック 牝4鹿 55 北村 宏司堀口 晴男氏 中川 公成 浦河 高岸 順一 466＋ 21：47．41� 25．0�
33 ブラックギムレット 牡4黒鹿57 浜中 俊黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 452－ 21：47．61� 14．1�
69 プ タ ハ 牡3鹿 54 吉田 隼人髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 528＋ 4 〃 クビ 21．2	
710 エバープリンセス 牝4栗 55

53 △横山 武史宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 460＋ 81：47．7� 48．0

57 サ ル ダ ー ナ 牝4鹿 55 柴山 雄一 �シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 01：47．8� 29．4�
711 エピックスター 	3鹿 54 柴田 善臣子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 446－ 8 〃 ハナ 14．4
812 ヴォルフトーン 牡4鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 526＋24 〃 ハナ 13．9�
45 グローリーシャイン 牡3鹿 54 石橋 脩保坂 和孝氏 木村 哲也 日高 オリオンファーム 436± 0 〃 ハナ 44．8�
56 ロードジパング 牡3栗 54 江田 照男 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 452＋ 81：48．22� 27．9�
22 
 キラキラオーラ 牝3鹿 52

50 △藤田菜七子田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 畠山牧場 438± 01：48．94 53．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 36，595，000円 複勝： 52，185，000円 枠連： 22，204，800円
馬連： 90，205，700円 馬単： 40，392，000円 ワイド： 53，117，100円
3連複： 114，642，400円 3連単： 146，881，500円 計： 556，223，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 120円 � 150円 枠 連（4－6） 390円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 200円 �� 330円 �� 360円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 3，280円

票 数

単勝票数 計 365950 的中 � 89356（2番人気）
複勝票数 計 521850 的中 � 118031（2番人気）� 129481（1番人気）� 71367（3番人気）
枠連票数 計 222048 的中 （4－6） 43046（1番人気）
馬連票数 計 902057 的中 �� 165559（1番人気）
馬単票数 計 403920 的中 �� 39874（2番人気）
ワイド票数 計 531171 的中 �� 74883（1番人気）�� 38611（2番人気）�� 34012（3番人気）
3連複票数 計1146424 的中 ��� 103736（1番人気）
3連単票数 計1468815 的中 ��� 32408（2番人気）

ハロンタイム 12．1―11．5―12．0―12．6―12．3―11．8―11．7―11．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．6―35．6―48．2―1：00．5―1：12．3―1：24．0―1：35．5

コーナー
通過順位

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

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

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5鹿 母 ダンスーズデトワール 母母 Latifolia 21戦3勝 賞金 37，258，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 レッドシルヴィ号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



25021 9月9日 晴 良 （30中山4）第2日 第9競走 ��
��1，600�

き さ ら づ

木 更 津 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，29．9．9以降30．9．2まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品

本 賞 15，000，000円 4，900，000
4，900，000

円
円 2，300，000円 1，500，000円

付 加 賞 287，000円 62，000
62，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

69 フ レ ッ チ ア 牡3青鹿54 C．ルメール�橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484－ 41：33．1 1．7�
710 ヨシノザクラ 牝5芦 52 戸崎 圭太前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 61：33．2� 8．2�
711 サ ロ ニ カ 牝4黒鹿54 石橋 脩吉田 勝己氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 442－12 〃 同着 14．1�
44 ス カ ル バ ン 牡4鹿 55 吉田 隼人�KTレーシング 武井 亮 新冠 パカパカ

ファーム 492－101：33．3� 16．7�
57 オーマイガイ 牡5栗 55 浜中 俊廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 476＋ 21：33．4� 6．2�
11 ヴェアリアスサマー 牡7栗 54 横山 武史小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 500＋ 4 〃 クビ 141．0	
812 エ ス タ ー テ 牝3鹿 50 木幡 育也グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 長浜牧場 420± 01：33．5� 32．1

22 シ ャ ラ ラ 牝5鹿 54 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス� 上原 博之 浦河 中島牧場 490＋ 4 〃 アタマ 19．8�
45 アドマイヤシナイ 牡4鹿 55 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 洞	湖 レイクヴィラファーム 466＋ 21：33．6クビ 6．8�
56 ツ ヅ ク 牝4鹿 52 大野 拓弥清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 452－101：33．81� 74．0
68 ユメノマイホーム 牝6栗 51 江田 照男�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 470＋ 81：33．9� 90．0�
813
 レッドアフレイム 牡6鹿 53 松岡 正海 �東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 444± 0 〃 ハナ 203．7�
33 カワキタピリカ 牡5鹿 54 武士沢友治川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B504＋ 21：34．43 77．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 58，463，400円 複勝： 93，600，500円 枠連： 27，356，600円
馬連： 127，897，900円 馬単： 62，473，400円 ワイド： 77，438，600円
3連複： 174，722，500円 3連単： 267，997，400円 計： 889，950，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 �
�

200円
220円 枠 連（6－7） 470円

馬 連 ��
��

400円
580円 馬 単 ��

��
490円
720円

ワ イ ド ��
��

360円
500円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ���
���

2，980円
3，660円

票 数

単勝票数 計 584634 的中 � 261971（1番人気）
複勝票数 計 936005 的中 � 403148（1番人気）� 82647（4番人気）� 71628（5番人気）
枠連票数 計 273566 的中 （6－7） 44882（2番人気）
馬連票数 計1278979 的中 �� 125303（3番人気）�� 81722（4番人気）
馬単票数 計 624734 的中 �� 48138（3番人気）�� 31648（4番人気）
ワイド票数 計 774386 的中 �� 58403（3番人気）�� 39965（4番人気）�� 16733（14番人気）
3連複票数 計1747225 的中 ��� 52064（8番人気）
3連単票数 計2679974 的中 ��� 32621（9番人気）��� 26467（15番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．7―11．8―11．6―11．5―11．5―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．4―47．2―58．8―1：10．3―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F34．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フ レ ッ チ ア �
�
父 Dansili �

�
母父 Medicean デビュー 2017．12．9 中山2着

2015．4．6生 牡3青鹿 母 ヴィアメディチ 母母 Via Milano 5戦3勝 賞金 31，587，000円

25022 9月9日 晴 良 （30中山4）第2日 第10競走 ��
��1，200�ながつきステークス

発走15時10分 （ダート・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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

710 ハ ッ ト ラ ブ 牝4鹿 55 菊沢 一樹服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486± 01：09．9 3．3�
68 タガノヴィッター 牡5鹿 57 C．ルメール 八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 512± 01：10．0� 3．3�
812	 アスタースウィング 牡4栗 57 石橋 脩加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC B512－ 81：10．21
 4．0�
45 ア レ ッ ト �7青 57 北村 宏司ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526＋141：10．41� 30．3�
813 カネトシビバーチェ 牝7鹿 55 戸崎 圭太兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 460－ 41：10．61� 12．8�
69 プレシャスエース 牡5鹿 57 横山 典弘鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 502－ 21：10．7
 19．3�
22 ビービーサレンダー 牡5鹿 57 吉田 隼人	坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 496－ 4 〃 ハナ 30．9

44 	 ヨ ン カ ー �5芦 57 内田 博幸吉田 和美氏 和田正一郎 米

Machmer Hall
& Golden Pedi-
gree LLC

B538＋ 41：11．33
 9．3�
33 ワイドリーザワン 牡6黒鹿57 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 01：11．72
 22．9�
711 リンガスウーノ 牝5栗 55 三浦 皇成伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 B504＋ 61：11．91� 49．2
11 ウエスタンメルシー 牝7鹿 55 大野 拓弥西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 460－141：12．85 177．6�
57  スズカアーサー 牡9鹿 57 藤田菜七子永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 494± 01：12．9
 65．1�
56 ローゼンタール 牝5栗 55 丸山 元気岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 508－ 41：13．0クビ 75．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 55，601，600円 複勝： 73，047，700円 枠連： 32，448，700円
馬連： 165，772，000円 馬単： 68，117，600円 ワイド： 82，391，600円
3連複： 213，294，400円 3連単： 297，560，400円 計： 988，234，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 120円 � 140円 枠 連（6－7） 440円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 220円 �� 290円 �� 290円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 2，650円

票 数

単勝票数 計 556016 的中 � 134489（1番人気）
複勝票数 計 730477 的中 � 169702（1番人気）� 159329（2番人気）� 116336（3番人気）
枠連票数 計 324487 的中 （6－7） 56851（1番人気）
馬連票数 計1657720 的中 �� 247190（1番人気）
馬単票数 計 681176 的中 �� 51018（1番人気）
ワイド票数 計 823916 的中 �� 105207（1番人気）�� 68186（3番人気）�� 70072（2番人気）
3連複票数 計2132944 的中 ��� 253659（1番人気）
3連単票数 計2975604 的中 ��� 81233（1番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．1―11．8―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．7―45．5―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．2
3 ・（4，5）（11，12）（6，9）13，2－8－（1，10）＝（3，7） 4 ・（4，5）12－（9，11）13，2，8，6，10，1＝3，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハ ッ ト ラ ブ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．8．27 札幌3着

2014．4．27生 牝4鹿 母 ミルルーテウス 母母 ミルレーサー 12戦5勝 賞金 73，160，000円
〔制裁〕 プレシャスエース号の騎手横山典弘は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・2番）
※カネトシビバーチェ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

１レース目 ３レース目



25023 9月9日 晴 良 （30中山4）第2日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第63回京成杯オータムハンデキャップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，29．9．9以降30．9．2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

京成電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

610 ミッキーグローリー 牡5青鹿55 C．ルメール 野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 550＋ 81：32．4 3．3�
814 ワントゥワン 牝5黒鹿53 戸崎 圭太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 446－ 41：32．5� 6．4�
22 ロ ジ ク ラ イ 牡5黒鹿56．5 浜中 俊久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 512－ 41：32．6� 3．3�
35 ロードクエスト 牡5鹿 56．5 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 460± 0 〃 ハナ 14．4�
713 ゴールドサーベラス 牡6栗 54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 448＋ 4 〃 アタマ 19．7�
34 トウショウドラフタ 牡5栗 55 北村 宏司トウショウ産業� 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 478＋ 81：32．7� 154．5	
611 ストーミーシー 牡5栗 54 大野 拓弥
ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 528＋ 81：32．8クビ 25．0�
59 ヤングマンパワー 牡6黒鹿57 石橋 脩星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 530－ 8 〃 ハナ 17．6�
47 ヒーズインラブ 牡5鹿 56．5 藤岡 康太 
シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 532＋ 81：32．9� 8．3
712 ウインガニオン 牡6黒鹿57 津村 明秀�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム B492± 01：33．11 42．0�
23 トーセンデューク 牡7鹿 54 勝浦 正樹島川 �哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 ハナ 116．9�
58 ダイワリベラル 牡7黒鹿55 菊沢 一樹大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B520－ 6 〃 ハナ 330．4�
11 ミュゼエイリアン 	6鹿 56 石川裕紀人菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 478＋ 41：33．42 137．3�
815 ベステンダンク 牡6栗 56 
島 克駿市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 506－ 2 〃 ハナ 17．4�
46 ショウナンアンセム 牡5芦 56 池添 謙一
湘南 田中 剛 日高 森永牧場 484± 01：34．03� 20．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 214，273，400円 複勝： 267，650，600円 枠連： 118，733，700円 馬連： 708，656，400円 馬単： 271，058，400円
ワイド： 338，040，100円 3連複： 1，104，819，500円 3連単： 1，591，845，700円 5重勝： 533，943，800円 計： 5，149，021，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 180円 � 130円 枠 連（6－8） 830円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 460円 �� 280円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 5，960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����� 361，120円

票 数

単勝票数 計2142734 的中 � 516646（1番人気）
複勝票数 計2676506 的中 � 520511（2番人気）� 307118（3番人気）� 622304（1番人気）
枠連票数 計1187337 的中 （6－8） 110171（2番人気）
馬連票数 計7086564 的中 �� 462012（3番人気）
馬単票数 計2710584 的中 �� 116303（3番人気）
ワイド票数 計3380401 的中 �� 178271（3番人気）�� 340844（1番人気）�� 175396（4番人気）
3連複票数 計11048195 的中 ��� 643427（1番人気）
3連単票数 計15918457 的中 ��� 193561（5番人気）
5重勝票数 計5339438 的中 ����� 1035

ハロンタイム 12．5―10．7―11．5―12．2―11．2―11．4―11．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．7―46．9―58．1―1：09．5―1：21．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．5―3F34．3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーグローリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．8．8 新潟3着

2013．4．3生 牡5青鹿 母 メ リ ッ サ 母母 ストーミーラン 11戦6勝 賞金 99，180，000円

25024 9月9日 晴 良 （30中山4）第2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）

1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

58 モアニケアラ 牝6芦 55 横山 典弘名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 466－ 61：11．5 7．9�
610 アグネスエーデル 牡6鹿 57 戸崎 圭太渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 512－ 81：11．6� 2．9�
23 ソルプレーサ 牡6黒鹿57 西田雄一郎西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 B526－ 41：11．7� 9．4�
34 ク ラ イ シ ス 牡5鹿 57 石橋 脩前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋10 〃 ハナ 6．0�
47 � ゼットマックイーン 牡5鹿 57 大野 拓弥�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 458＋ 2 〃 ハナ 25．0	
59 ボクノナオミ 牝6鹿 55

53 △菊沢 一樹塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 ハナ 21．3

11 メンデンホール 牝5黒鹿55 田中 勝春ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 61：11．91	 26．8�
35 キセキノムスメ 牝5青鹿55 横山 和生�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 466＋ 41：12．11	 34．1�
712 ペイシャバラード 牝5黒鹿 55

52 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 458＋101：12．42 15．3
611 ハトマークレディ 牝5鹿 55 藤懸 貴志山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 420± 01：12．5クビ 12．0�
814 グローリアスクロワ 牝5栗 55 丸山 元気日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 462＋ 2 〃 クビ 66．7�
815 シ ェ ア ー ド 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 474－ 61：12．82 8．5�
713 タケルラグーン 牡6鹿 57 内田 博幸森 保彦氏 池上 昌和 平取 びらとり牧場 B484－ 21：13．0
 35．7�
46 キタノユーリン 牝4鹿 55

52 ▲木幡 育也北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 484－ 21：13．42� 114．4�
22 トブガゴトク 牡5芦 57 蛯名 正義松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 490－161：14．03� 23．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 84，326，700円 複勝： 115，528，800円 枠連： 59，402，700円
馬連： 239，081，700円 馬単： 95，202，800円 ワイド： 147，748，500円
3連複： 359，366，500円 3連単： 461，380，100円 計： 1，562，037，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 230円 � 150円 � 260円 枠 連（5－6） 690円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，100円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 15，290円

票 数

単勝票数 計 843267 的中 � 84452（3番人気）
複勝票数 計1155288 的中 � 120496（3番人気）� 250589（1番人気）� 98599（5番人気）
枠連票数 計 594027 的中 （5－6） 66688（1番人気）
馬連票数 計2390817 的中 �� 184893（1番人気）
馬単票数 計 952028 的中 �� 28850（7番人気）
ワイド票数 計1477485 的中 �� 89842（2番人気）�� 32221（10番人気）�� 74300（4番人気）
3連複票数 計3593665 的中 ��� 103985（2番人気）
3連単票数 計4613801 的中 ��� 21871（21番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―12．1―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．3―46．4―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モアニケアラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2014．9．6 札幌3着

2012．3．27生 牝6芦 母 ツーオブハート 母母 プレイアローン 20戦4勝 賞金 47，656，000円
〔その他〕 トブガゴトク号は，向正面で砂をかぶり前進気勢を欠いたことについて平地調教注意。

５レース目



（30中山4）第2日 9月9日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

255，970，000円
23，190，000円
1，551，000円
29，850，000円
68，919，000円
4，571，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
705，418，300円
1，175，499，700円
376，380，400円
1，812，753，100円
805，784，400円
1，021，789，100円
2，631，747，300円
3，786，629，700円
533，943，800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 12，849，945，800円

総入場人員 24，831名 （有料入場人員 22，056名）
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