
25025 9月15日 雨 稍重 （30中山4）第3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

58 イルジオーネ 牝2鹿 54 北村 宏司 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム B488－ 21：56．0 2．3�
713 ゴールデンウェル 牡2栗 54 田辺 裕信江馬 由将氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 462＋ 8 〃 ハナ 13．8�
22 リワードアンヴァル 牡2栗 54 蛯名 正義宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 484＋ 41：56．53 5．4�
23 ヘルニーニョアキラ 牡2鹿 54 丹内 祐次 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 新ひだか 高橋 義浩 480± 01：56．92� 128．7�
814 シゲルヒスイ 牡2黒鹿54 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 476－ 21：57．75 117．5	
46 ローズギフト 牝2鹿 54 的場 勇人和泉 憲一氏 田中 博康 新ひだか 北洋牧場 476－ 41：57．8クビ 8．2

35 ペイシャラメント 牝2鹿 54 大野 拓弥北所 直人氏 蛯名 利弘 浦河 杵臼斉藤牧場 428－101：58．22� 65．6�
712 トーセンイマジン 牡2栗 54 内田 博幸島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 462－10 〃 アタマ 9．5
815 モリトイナセ 牡2栗 54 武士沢友治石橋 忠之氏 堀井 雅広 新ひだか 藤原牧場 470＋121：58．73 188．4�
47 ヒマワリオジョウ 牝2青鹿 54

51 ▲木幡 育也石井 義孝氏 谷原 義明 日高 中館牧場 426＋ 4 〃 ハナ 18．5�
11 ウ ォ リ ア ー 牡2黒鹿54 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 442－101：58．8� 93．6�
59 コスモセレッソ 牡2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 中橋 清 486＋ 81：59．75 58．6�
610 ラインコマンダー 牡2鹿 54

53 ☆武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 440－12 〃 アタマ 44．7�
34 ア ウ ト ラ ン 牝2栗 54 横山 和生鈴木 康弘氏 小野 次郎 新ひだか 武 牧場 466＋ 22：00．02 8．6�
611 トーセンジェード 牝2栗 54 三浦 皇成島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 504＋ 82：01．610 53．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，770，100円 複勝： 38，702，900円 枠連： 14，383，800円
馬連： 57，610，000円 馬単： 27，412，000円 ワイド： 39，503，200円
3連複： 84，097，800円 3連単： 93，488，900円 計： 382，968，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 290円 � 180円 枠 連（5－7） 550円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 560円 �� 290円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 10，980円

票 数

単勝票数 計 277701 的中 � 99943（1番人気）
複勝票数 計 387029 的中 � 115146（1番人気）� 24378（6番人気）� 51672（2番人気）
枠連票数 計 143838 的中 （5－7） 20189（1番人気）
馬連票数 計 576100 的中 �� 35395（5番人気）
馬単票数 計 274120 的中 �� 11829（5番人気）
ワイド票数 計 395032 的中 �� 17728（5番人気）�� 39455（1番人気）�� 6685（18番人気）
3連複票数 計 840978 的中 ��� 24747（6番人気）
3連単票数 計 934889 的中 ��� 6168（22番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．0―13．5―13．1―12．4―13．1―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．6―51．1―1：04．2―1：16．6―1：29．7―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イルジオーネ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．6．24 東京6着

2016．1．21生 牝2鹿 母 ネオイリュージョン 母母 マ ン フ ァ ス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンジェード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月15日まで平地

競走に出走できない。

25026 9月15日 雨 稍重 （30中山4）第3日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時40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

12 ショウナンガナドル 牡2黒鹿54 石川裕紀人国本 哲秀氏 和田 勇介 浦河 谷川牧場 462＋ 41：12．6 7．9�
510 ハーベストゴールド 牡2栗 54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 坂東ファーム 432＋ 4 〃 クビ 9．4�
11 � ボストンテソーロ 牝2鹿 54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米 Spendthrift
Farm LLC B462－ 81：12．7クビ 3．1�

611 ア キ ン ド 牡2鹿 54 宮崎 北斗小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 484＋ 4 〃 クビ 8．7�
713 イデアノオモイ 牝2鹿 54

52 △菊沢 一樹益田 修一氏 柄崎 孝 新ひだか 西川富岡牧場 434－ 81：13．44 156．2�
815 セ ド ナ 牡2黒鹿54 北村 宏司桐谷 茂氏 石栗 龍彦 新冠 高瀬牧場 462＋ 21：13．5クビ 4．7	
59 ロードシュタルク 牡2栗 54

52 △横山 武史 �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 426＋121：13．6� 122．9

612 クリスタルニキータ 牝2黒鹿54 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス� 上原 博之 日高 タバタファーム 450＋121：13．81 35．7�
23 プレイングラン 牡2栗 54

53 ☆木幡 初也スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 468－ 2 〃 ハナ 79．4�
48 シゲルモルガナイト 牡2青鹿 54

51 ▲木幡 育也森中 蕃氏 清水 英克 新ひだか 前田牧場 482＋ 6 〃 クビ 8．2
24 キョウエイビーコン 牡2鹿 54 武士沢友治田中 晴夫氏 武藤 善則 日高 春木ファーム 436－ 61：13．9� 311．2�
35 センジュエース 牡2黒鹿54 田辺 裕信増山 武志氏 矢野 英一 新ひだか ウエスタンファーム 432± 01：14．43 15．4�
47 リュウノイブキ 牡2黒鹿54 大野 拓弥二口 雅一氏 土田 稔 新ひだか 田原橋本牧場 504± 01：14．61	 21．2�
714 セイウンカイザー 牡2黒鹿54 江田 照男西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 村上 欽哉 450± 01：15．23� 63．4�
816 ユウユウリアン 牡2鹿 54

51 ▲山田 敬士谷口 祐人氏 小桧山 悟 新冠 オリエント牧場 416－ 41：15．51
 384．4�
36 マ イ ン ダ ダ 牡2青 54 的場 勇人峰 哲馬氏 的場 均 新ひだか 山際セントラルスタッド 474＋10 〃 ハナ 288．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，170，000円 複勝： 46，484，300円 枠連： 16，983，600円
馬連： 63，650，100円 馬単： 28，771，100円 ワイド： 44，388，800円
3連複： 87，847，900円 3連単： 97，346，000円 計： 415，641，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 230円 � 200円 � 130円 枠 連（1－5） 820円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 880円 �� 450円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 25，080円

票 数

単勝票数 計 301700 的中 � 31781（3番人気）
複勝票数 計 464843 的中 � 42901（5番人気）� 53044（3番人気）� 113683（1番人気）
枠連票数 計 169836 的中 （1－5） 15877（4番人気）
馬連票数 計 636501 的中 �� 14593（15番人気）
馬単票数 計 287711 的中 �� 3813（22番人気）
ワイド票数 計 443888 的中 �� 12241（10番人気）�� 26265（2番人気）�� 21385（3番人気）
3連複票数 計 878479 的中 ��� 22941（4番人気）
3連単票数 計 973460 的中 ��� 2813（80番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―12．2―12．9―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．7―45．9―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンガナドル �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 Moon Rocket デビュー 2018．6．17 東京5着

2016．4．1生 牡2黒鹿 母 ロックトニック 母母 A Thousand Drinks 4戦1勝 賞金 7，700，000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 スパーダネーラ号・リベルリバティ号

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３日



25027 9月15日 雨 稍重 （30中山4）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時10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
1：45．6

良
良

810 シークレットラン 牡2鹿 54 内田 博幸亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 478＋141：50．1 2．4�
89 ラ ー ジ ヒ ル 牡2鹿 54 石橋 脩�リーヴァ 林 徹 新ひだか 三石橋本牧場 474± 01：50．2� 12．6�
78 マイネルサーパス 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 41：50．62� 2．7�
33 サトノプロミネント 牡2鹿 54 横山 典弘 �サトミホースカンパニー 的場 均 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448± 01：50．7� 13．0�
11 トーセンバーボン 牡2鹿 54 宮崎 北斗島川 	哉氏 柴田 政人 新ひだか 澤田 嘉隆 448－ 41：50．8� 17．6

55 マ ロ リ ン 牝2鹿 54 津村 明秀吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 454＋ 2 〃 ハナ 8．0�
44 ヴィーヴァステラ 牝2鹿 54 大野 拓弥芹澤 精一氏 伊藤 伸一 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 460＋ 21：51．01� 88．9�
66 マイネルエポレット 牡2栗 54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 41：51．1クビ 61．9
22 セイカヤマノ 牡2黒鹿54 武士沢友治久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 482＋121：51．52� 21．1�
77 コスモソレイユ 牡2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 21：51．92� 372．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，787，300円 複勝： 44，139，900円 枠連： 9，594，200円
馬連： 52，957，300円 馬単： 29，873，100円 ワイド： 34，710，500円
3連複： 65，765，200円 3連単： 117，044，100円 計： 384，871，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 210円 � 110円 枠 連（8－8） 1，440円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 440円 �� 140円 �� 380円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 5，420円

票 数

単勝票数 計 307873 的中 � 105874（1番人気）
複勝票数 計 441399 的中 � 104983（2番人気）� 32601（5番人気）� 140417（1番人気）
枠連票数 計 95942 的中 （8－8） 5151（5番人気）
馬連票数 計 529573 的中 �� 30123（4番人気）
馬単票数 計 298731 的中 �� 11818（5番人気）
ワイド票数 計 347105 的中 �� 16052（6番人気）�� 82174（1番人気）�� 19454（4番人気）
3連複票数 計 657652 的中 ��� 65062（2番人気）
3連単票数 計1170441 的中 ��� 15631（14番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．6―13．0―12．3―11．7―11．6―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―37．7―50．7―1：03．0―1：14．7―1：26．3―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シークレットラン �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．6．10 東京2着

2016．2．5生 牡2鹿 母 カールファターレ 母母 エルフィンフェザー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 マイネルサーパス号の騎手柴田大知は，最後の直線コース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）

25028 9月15日 雨 稍重 （30中山4）第3日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （ダート・右）

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 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

12 メダリオンモチーフ 牝3黒鹿54 内田 博幸吉田 和美氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 426＋ 21：55．2 4．7�
713 ソ ル フ ァ 牝3鹿 54 三浦 皇成 �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 488－ 41：55．73 23．4�
48 サーフィンサファリ 牝3鹿 54 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 千歳 社台ファーム 456＋ 6 〃 ハナ 2．1�
816 ハーツイグニション 牝3栗 54 丸山 元気吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：56．01� 10．5�
47 パリスハート 牝3鹿 54 津村 明秀日下 幸徳氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 446－ 41：56．1� 10．1�
36 ク イ ン チ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 21：56．3� 7．3	
11 ネイビークロス 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹 
サンデーレーシング 菊沢 隆徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B478＋ 61：56．61� 50．3�
35 ペイフォワード 牝3黒鹿54 吉田 隼人 
社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 414－ 21：56．91� 15．3�
612 ケンレヴァンテ 牝3栗 54 柴山 雄一中西 宏彰氏 畠山 吉宏 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 400＋ 61：57．54 157．1
815 アズマピアサー 牝3黒鹿54 長岡 禎仁東 哲次氏 柄崎 孝 日高 日高大洋牧場 446＋ 21：57．81� 419．6�
714 ハッピーメモリアル 牝3鹿 54 黛 弘人 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 462＋ 61：58．11� 187．1�
23 エリープライム 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也谷川 正純氏 岩戸 孝樹 浦河 丸村村下
ファーム 436－ 61：58．63 51．3�

24 ザラストキャンディ 牝3鹿 54 宮崎 北斗藤田 在子氏 天間 昭一 新冠 山岡牧場 450＋ 81：58．7� 148．7�
611 コスモダリア 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士田中 由子氏 小島 茂之 新冠 大栄牧場 420＋10 〃 アタマ 93．2�
510 ス タ ン シ ア 牝3黒鹿 54

52 △横山 武史西 浩明氏 池上 昌和 日高 下河辺牧場 B422－ 21：58．91� 236．0�
59 スターライトキス 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也早川 経一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 496－ 62：00．17 19．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，382，000円 複勝： 42，300，200円 枠連： 15，768，500円
馬連： 60，815，600円 馬単： 29，562，700円 ワイド： 38，932，600円
3連複： 77，636，000円 3連単： 108，604，500円 計： 402，002，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 330円 � 110円 枠 連（1－7） 4，470円

馬 連 �� 7，310円 馬 単 �� 11，260円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 270円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 32，950円

票 数

単勝票数 計 283820 的中 � 48266（2番人気）
複勝票数 計 423002 的中 � 62572（2番人気）� 20592（7番人気）� 146050（1番人気）
枠連票数 計 157685 的中 （1－7） 2729（14番人気）
馬連票数 計 608156 的中 �� 6440（20番人気）
馬単票数 計 295627 的中 �� 1968（33番人気）
ワイド票数 計 389326 的中 �� 4367（22番人気）�� 42442（1番人気）�� 11601（10番人気）
3連複票数 計 776360 的中 ��� 18302（10番人気）
3連単票数 計1086045 的中 ��� 2389（91番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．8―12．9―12．7―12．6―12．8―13．3―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．2―50．1―1：02．8―1：15．4―1：28．2―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メダリオンモチーフ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2017．12．28 中山7着

2015．5．18生 牝3黒鹿 母 パーフェクトジョイ 母母 ユーワジョイナー 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スターライトキス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月15日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アイワナシーユー号・アヴォーリオ号・スーパースナッズ号
（非抽選馬） 1頭 ケイツーシリング号



25029 9月15日 小雨 稍重 （30中山4）第3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

713 ブルーグローブ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太林 正道氏 矢野 英一 日高 白井牧場 440 ―1：36．7 7．0�
35 ショートボブ 牝2鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 松永 康利 浦河 高松牧場 474 ―1：37．12� 19．8�
24 スコッチリール 牝2黒鹿54 丸山 元気 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 440 ―1：37．31 5．8�
611 ミラクルアゲイン 牝2鹿 54 吉田 隼人藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 422 ― 〃 クビ 36．2�
59 ス ト リ ー ク 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅 �YGGホースクラブ 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 460 ― 〃 アタマ 4．9	
816 サピアウォーフ 牝2鹿 54 大野 拓弥小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 478 ―1：37．4クビ 4．2

36 ネイトフォンテン 牝2栗 54 田辺 裕信吉橋 興生氏 戸田 博文 日高 新井 弘幸 444 ―1：37．5� 61．9�
48 カワイイスイーパー 牝2黒鹿54 横山 和生國分 純氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 462 ―1：38．03 4．2�
47 コ イ ブ ミ 牝2鹿 54 江田 照男平本 敏夫氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 394 ―1：38．1� 26．6
12 シゲルピカピカ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也森中 蕃氏 石毛 善彦 浦河 荻伏三好フ
アーム 456 ―1：38．2� 197．7�

612 プレミアムシート 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 434 ―1：38．73 135．2�
815 ア ー ス ヒ メ 牝2鹿 54 内田 博幸松山 増男氏 中川 公成 白老 習志野牧場 452 ―1：38．91 45．9�
23 ラブヴィサージュ 牝2栗 54 柴山 雄一 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 456 ―1：39．0� 51．6�
510 シャトーヒミコ 牝2鹿 54 原田 和真円城 幸男氏 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 454 ― 〃 クビ 316．7�
11 ガ ン チ ャ ン 牝2鹿 54 岩部 純二坂田 行夫氏 萱野 浩二 新ひだか 北洋牧場 412 ―1：39．21� 140．4�
714 チリカラチリトト 牝2黒鹿54 的場 勇人橘 倍男氏 高橋 義博 日高 戸川牧場 436 ―1：39．62� 257．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，746，000円 複勝： 44，977，100円 枠連： 15，667，400円
馬連： 60，274，700円 馬単： 25，704，200円 ワイド： 39，024，800円
3連複： 72，227，400円 3連単： 92，048，600円 計： 385，670，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 210円 � 400円 � 230円 枠 連（3－7） 4，240円

馬 連 �� 5，810円 馬 単 �� 9，400円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 650円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 10，850円 3 連 単 ��� 72，530円

票 数

単勝票数 計 357460 的中 � 43300（5番人気）
複勝票数 計 449771 的中 � 59746（4番人気）� 25466（6番人気）� 54020（5番人気）
枠連票数 計 156674 的中 （3－7） 2857（18番人気）
馬連票数 計 602747 的中 �� 8040（19番人気）
馬単票数 計 257042 的中 �� 2050（33番人気）
ワイド票数 計 390248 的中 �� 5725（18番人気）�� 16204（8番人気）�� 6858（13番人気）
3連複票数 計 722274 的中 ��� 4992（38番人気）
3連単票数 計 920486 的中 ��� 920（217番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．1―37．5―49．6―1：01．3―1：12．9―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

ブルーグローブ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ディープスカイ 初出走

2016．4．6生 牝2黒鹿 母 アースウィンド 母母 ベストオブチャンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ショートボブ号の騎手宮崎北斗は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番）
※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） 3頭 クラヴィーア号・マカリカ号・マジックパフォーム号

25030 9月15日 小雨 稍重 （30中山4）第3日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時00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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

59 ハ ル サ カ エ 牝2鹿 54
52 △藤田菜七子齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 490 ―1：12．3 13．0�

713 サニーストーム 牝2青鹿54 戸崎 圭太陳 立文氏 加藤 征弘 新ひだか 土田農場 436 ― 〃 クビ 4．6�
612 カモンスプリング 牡2鹿 54 石橋 脩石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 472 ―1：13．15 21．0�
510� セイウンコービー 牡2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 森 秀行 米 Woodford

Thoroughbreds 504 ―1：13．2クビ 2．7�
11 ゲンパチシャドウ 牡2鹿 54 石川裕紀人平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 勝春 466 ―1：13．73 155．4�
816 フーズサイド 牡2黒鹿54 武士沢友治西森 鶴氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 452 ―1：13．8� 42．1�
12 チ ャ ン ダ ナ 牝2芦 54 伴 啓太	ターフ・スポート粕谷 昌央 日高 ナカノファーム 462 ―1：14．01� 84．2

714� リサオブザナイル 牝2黒鹿54 横山 典弘吉田 千津氏 菊沢 隆徳 米 WinStar

Farm, LLC 476 ―1：14．1� 4．0�
23 ニシノリリアンヌ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也西山 茂行氏 牧 光二 新ひだか 前田ファーム 460 ―1：14．84 19．5�
48 ミスターバトルマン 牡2青鹿 54

53 ☆井上 敏樹西本 資史氏 的場 均 新ひだか グランド牧場 440 ―1：14．9	 330．0
35 アミフジアギシャン 牝2栗 54 西田雄一郎内藤 好江氏 浅野洋一郎 茨城 内藤牧場 446 ―1：15．0クビ 275．6�
47 イエスユウキャン 牝2青鹿54 蛯名 正義道永 幸治氏 田中 剛 新冠 スカイビーチステーブル 434 ― 〃 クビ 166．2�
24 クロネコノタンゴ 牡2青鹿54 北村 宏司桐谷 茂氏 勢司 和浩 平取 鹿戸 辰幸 444 ―1：15．42 79．2�
815 バジェネロアスール 牡2鹿 54

53 ☆武藤 雅�アスール 武藤 善則 日高 木村牧場 452 ―1：15．93 50．4�
611 クリノリトルスター 牝2栗 54 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 増尾牧場 408 ―1：16．11� 285．1�
36 � トロントテソーロ 牝2芦 54 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 米 Siena
Farms LLC 476 ―1：19．6大差 9．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，545，300円 複勝： 41，122，400円 枠連： 21，241，600円
馬連： 62，195，100円 馬単： 29，187，200円 ワイド： 40，164，100円
3連複： 72，824，700円 3連単： 96，506，500円 計： 399，786，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 320円 � 190円 � 360円 枠 連（5－7） 240円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 790円 �� 2，500円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 10，570円 3 連 単 ��� 67，530円

票 数

単勝票数 計 365453 的中 � 23609（5番人気）
複勝票数 計 411224 的中 � 31467（5番人気）� 67771（3番人気）� 26608（6番人気）
枠連票数 計 212416 的中 （5－7） 66650（1番人気）
馬連票数 計 621951 的中 �� 17233（12番人気）
馬単票数 計 291872 的中 �� 3781（22番人気）
ワイド票数 計 401641 的中 �� 13553（8番人気）�� 3983（26番人気）�� 9738（14番人気）
3連複票数 計 728247 的中 ��� 5164（35番人気）
3連単票数 計 965065 的中 ��� 1036（193番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―12．7―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．4―47．1―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ル サ カ エ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ワイルドラッシュ 初出走

2016．1．31生 牝2鹿 母 タピルージュ 母母 ネ ガ ノ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トロントテソーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月15日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アポロビビ号・スズノウメ号・ユメノハジマリ号・ワールドイズマイン号



25031 9月15日 小雨 稍重 （30中山4）第3日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時30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
1：57．8
1：56．1

良
良

35 サツキワルツ 牝3鹿 54 津村 明秀小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 452＋ 22：01．3 18．8�
11 エバートロピカル 牝3黒鹿54 田辺 裕信宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 426＋ 22：01．4� 22．1�
24 ワークジュニア 牡3黒鹿56 内田 博幸荒牧 政美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 450－ 22：01．82� 36．2�
713 スールマカロン 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 456± 02：01．9クビ 4．5�
817 ペイシャレイナ 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹北所 直人氏 高橋 義博 日高 宝寄山 忠則 446± 0 〃 クビ 39．3�
47 オメガハートビート 牝3黒鹿54 石橋 脩原 	子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 476＋142：02．0クビ 9．6	
611 ソリフロール 牝3黒鹿54 北村 宏司
ヤブウチ 萱野 浩二 新ひだか 田中 裕之 454－ 4 〃 アタマ 25．7�
818 ラストマイア 牝3栗 54 横山 和生梶原 哲朗氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 450＋14 〃 クビ 3．6�
612 アルスラーン 牡3黒鹿56 丸山 元気小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 488± 0 〃 ハナ 11．8
36 グッドトゥヒアー 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 山際 智 406－ 8 〃 アタマ 125．6�
48 カ ラ ド ゥ ラ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 22：02．21
 95．5�
23 クイーンズトゥルー 牝3黒鹿54 柴田 善臣 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 426± 0 〃 アタマ 15．6�
816 アドマイヤテン 牡3黒鹿56 三浦 皇成近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 506－ 4 〃 クビ 34．4�
714 フォーチュンリング 牝3鹿 54 大野 拓弥 
グリーンファーム奥村 武 安平 ノーザンファーム 450± 02：02．3クビ 5．0�
715 ウインオルフェウス 牡3鹿 56 松岡 正海
ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム B460± 02：03．47 22．8�
59 エンチャントメント 牝3鹿 54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 416＋142：03．61
 210．7�
510 コマノディオス 牡3黒鹿56 江田 照男長谷川芳信氏 菊川 正達 むかわ 新井牧場 B486＋122：04．13 142．2�
12 ド ゥ マ ン 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士山口功一郎氏 栗田 博憲 日高 チャンピオン
ズファーム 478－102：04．73� 74．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，094，700円 複勝： 62，704，100円 枠連： 29，061，000円
馬連： 87，492，800円 馬単： 32，661，100円 ワイド： 61，341，200円
3連複： 113，944，100円 3連単： 128，379，700円 計： 554，678，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 490円 � 650円 � 840円 枠 連（1－3） 8，020円

馬 連 �� 12，530円 馬 単 �� 26，480円

ワ イ ド �� 3，410円 �� 5，780円 �� 6，570円

3 連 複 ��� 81，930円 3 連 単 ��� 477，300円

票 数

単勝票数 計 390947 的中 � 16597（7番人気）
複勝票数 計 627041 的中 � 35217（6番人気）� 25289（9番人気）� 19126（11番人気）
枠連票数 計 290610 的中 （1－3） 2807（23番人気）
馬連票数 計 874928 的中 �� 5410（42番人気）
馬単票数 計 326611 的中 �� 925（91番人気）
ワイド票数 計 613412 的中 �� 4666（41番人気）�� 2733（61番人気）�� 2399（67番人気）
3連複票数 計1139441 的中 ��� 1043（227番人気）
3連単票数 計1283797 的中 ��� 195（1379番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―36．1―48．7―1：00．9―1：13．0―1：25．0―1：37．0―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．3
1
3
2，9，10－15（7，16）13，18（3，5）17，1（6，14）（4，11）8，12
2（9，16）（7，10，15）（3，13，18）（1，5，17）（6，11）4（8，14）－12

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

勝馬の
紹 介

サツキワルツ �
�
父 アーネストリー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．2．24 中山4着

2015．4．12生 牝3鹿 母 パ ン テ ー ル 母母 ワンモアリウン 9戦1勝 賞金 11，200，000円
〔制裁〕 サツキワルツ号の騎手津村明秀は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：18番・15番・10番・13番）

サツキワルツ号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・3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 アルジ号

25032 9月15日 小雨 稍重 （30中山4）第3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

713 コウユーホクト 牡3鹿 55
53 △藤田菜七子加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 508＋ 81：11．2 13．8�
612 アルゴロオジエ 牝4黒鹿55 三浦 皇成エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 三城牧場 B488－ 81：11．3� 5．9�
12 セ ラ フ ァ ン 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 508－ 61：11．4クビ 69．2�
24 アミーキティア 牝6栗 55 田辺 裕信�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋ 6 〃 アタマ 7．8�
815 ホウオウジャッジ 牡3鹿 55

52 ▲木幡 育也小笹 芳央氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 458－ 21：11．5� 7．0�
48 シルバーストーン 牡4芦 57 内田 博幸峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 506＋ 61：11．6クビ 3．5	
816 タイセイシュラーク 牡3黒鹿55 大野 拓弥田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 柏木 一則 478－ 41：11．7� 11．2

47 ロマンスマジック 牝4栗 55 杉原 誠人�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 466＋ 61：11．8� 222．6�
59 カ タ ナ 牡3鹿 55 松岡 正海�KTレーシング 上原 博之 新冠 松浦牧場 478＋ 4 〃 ハナ 13．1
36 シセイタケル 牡3栗 55

54 ☆木幡 巧也猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 468＋ 61：11．9� 6．6�
11 ラプターゲイル 牝3黒鹿53 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新ひだか 中田 英樹 B440＋201：12．11� 191．9�
23 マリノディアナ 牝3青鹿 53

52 ☆武藤 雅和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 440＋181：12．31� 81．3�
714 アルベルティーヌ 牝3黒鹿53 津村 明秀村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 428－ 61：12．4クビ 13．3�
510 ピオレドール 牡3鹿 55 宮崎 北斗 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 460－101：12．82� 97．4�
611 セグレートシチー 牡3栗 55

53 △菊沢 一樹 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B502－ 21：13．65 56．4�
（15頭）

35 カシマフウリン 牝3栗 53 横山 和生松浦 一久氏 奥村 武 新ひだか 金舛 幸夫 B482＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 37，566，100円 複勝： 60，257，400円 枠連： 23，035，500円
馬連： 93，115，800円 馬単： 33，698，100円 ワイド： 56，270，400円
3連複： 109，686，800円 3連単： 126，407，400円 計： 540，037，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 560円 � 210円 � 1，500円 枠 連（6－7） 2，070円

馬 連 �� 5，580円 馬 単 �� 10，720円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 7，090円 �� 6，160円

3 連 複 ��� 114，090円 3 連 単 ��� 472，390円

票 数

単勝票数 差引計 375661（返還計 6541） 的中 � 21738（9番人気）
複勝票数 差引計 602574（返還計 13643） 的中 � 26057（9番人気）� 90908（2番人気）� 8917（11番人気）
枠連票数 差引計 230355（返還計 1162） 的中 （6－7） 8591（10番人気）
馬連票数 差引計 931158（返還計 43583） 的中 �� 12926（28番人気）
馬単票数 差引計 336981（返還計 15103） 的中 �� 2357（55番人気）
ワイド票数 差引計 562704（返還計 35124） 的中 �� 7866（29番人気）�� 2026（54番人気）�� 2337（46番人気）
3連複票数 差引計1096868（返還計 97240） 的中 ��� 721（209番人気）
3連単票数 差引計1264074（返還計115962） 的中 ��� 194（978番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―12．0―12．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―45．6―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウユーホクト �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2017．8．13 新潟13着

2015．5．12生 牡3鹿 母 コウユーキズナ 母母 ア ズ ワ ー 12戦2勝 賞金 16，050，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走除外・発走状況〕 カシマフウリン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左腰部打撲傷〕を発症したため

競走除外。発走時刻7分遅延。
シセイタケル号は，発進不良〔出遅れ〕。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 カシマフウリン号は，平成30年9月16日から平成30年10月15日まで出走停止。停止期間の満了後
に発走調教再審査。

〔調教再審査〕 シセイタケル号は，発走調教再審査。



25033 9月15日 小雨 稍重 （30中山4）第3日 第9競走 ��1，200�
こ さ く

古 作 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

36 ヴェルスパー 牝3鹿 53 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 438＋ 61：08．7 2．4�
35 ワイナルダム 牡4青鹿57 松岡 正海 �コスモヴューファーム 水野 貴広 青森 大前 典男 460＋ 41：08．91� 4．0�
48 ブルーハワイアン 牝3栗 53 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 468＋201：09．11� 7．0�
12 ダイイチターミナル 牡4鹿 57 内田 博幸�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 448＋ 81：09．2� 16．3�
612 ペイシャゲラン 牝4栗 55 井上 敏樹北所 直人氏 松永 康利 日高 碧雲牧場 444－ 2 〃 クビ 155．1�
816 ザベストエバー 牡4黒鹿57 田辺 裕信古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 462－ 21：09．3� 17．0	
815 ス ノ ー マ ン 牡5鹿 57 北村 宏司永井 秀貴氏 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 502＋ 8 〃 クビ 54．0

47 プリティマックス 牝4栗 55 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 442＋ 2 〃 ハナ 12．2�
611 カワキタロマン 牡3黒鹿55 菅原 隆一川島 吉男氏 武市 康男 浦河 大道牧場 476－ 61：09．4クビ 192．2�
23 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 468－10 〃 クビ 9．4
59 フリームーヴメント 牡5栗 57 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 454± 01：09．5� 109．9�
714 カシノクオーレ 牝3鹿 53 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 青森 野々宮牧場 466－ 6 〃 クビ 515．1�
24 � カズミドリーム 牝3栗 53 原田 和真藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 456＋ 21：09．6クビ 25．6�
11 ボ ア ソ ル チ 牝3黒鹿53 長岡 禎仁 �カナヤマホール

ディングス 竹内 正洋 新ひだか 中田 英樹 442± 0 〃 クビ 567．3�
713 ジェイケイオジョウ 牝4鹿 55 蛯名 正義小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 470－ 41：09．92 20．6�
510 パ ス ト ラ ル 牝4黒鹿55 江田 照男岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 41：10．11 157．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，817，700円 複勝： 57，081，900円 枠連： 29，437，500円
馬連： 107，311，800円 馬単： 44，430，200円 ワイド： 60，677，200円
3連複： 136，259，500円 3連単： 184，466，500円 計： 664，482，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 130円 � 200円 枠 連（3－3） 490円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 200円 �� 520円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 4，380円

票 数

単勝票数 計 448177 的中 � 148625（1番人気）
複勝票数 計 570819 的中 � 148847（1番人気）� 119111（2番人気）� 53688（3番人気）
枠連票数 計 294375 的中 （3－3） 45945（2番人気）
馬連票数 計1073118 的中 �� 179587（1番人気）
馬単票数 計 444302 的中 �� 40967（1番人気）
ワイド票数 計 606772 的中 �� 93346（1番人気）�� 27168（3番人気）�� 19719（9番人気）
3連複票数 計1362595 的中 ��� 72642（2番人気）
3連単票数 計1844665 的中 ��� 30475（1番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―11．8―11．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―45．7―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．8
3 ・（3，8）7，6（11，10，13）（12，5）（1，4）2，14，15，16，9 4 ・（3，8）（6，7）（10，13）（11，4，12，5）（1，2，14）15，16，9

勝馬の
紹 介

ヴェルスパー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．8．27 新潟3着

2015．2．23生 牝3鹿 母 ヴェルザンディ 母母 ウインドインハーヘア 7戦2勝 賞金 27，626，000円
〔制裁〕 サイドストリート号の騎手柴田大知は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・8番・7番・10番・13番）

25034 9月15日 曇 稍重 （30中山4）第3日 第10競走 ��
��2，400�

ま つ ど

松 戸 特 別
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，29．9．16以降30．9．9まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

松戸市長賞（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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

66 メイショウマトイ 牡4鹿 55 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 486＋ 22：33．5 6．1�
78 オメガドラクロワ 牡4青鹿55 石橋 脩原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 454－ 42：33．71 3．8�
811 オペラハット 牡7鹿 53 戸崎 圭太小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 462－ 2 〃 クビ 26．4�
79 ニーマルサンデー 牡4青鹿55 大野 拓弥板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 468± 02：34．55 2．5�
810 アバオアクー 牡6鹿 54 三浦 皇成外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B506± 02：34．81� 27．5�
11 	 ハヤブサライデン 牡6鹿 53 江田 照男�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 486± 02：35．33 32．1	
55 スノードルフィン 牡5黒鹿56 北村 宏司ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B492－ 62：35．4
 23．4

33 リキサンダイオー 牡5黒鹿55 黛 弘人 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 454－ 82：36．46 5．1�
44 シフォンカール 牝5芦 50 藤田菜七子 �シルクレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 454－ 22：36．5クビ 17．7�
67 � マテラリードル 牡5鹿 53 内田 博幸大野 照旺氏 浜田多実雄 米 E Paul Robsham

Stable LLC 524＋ 22：37．35 46．2
22 ボーントゥレイン 牡5鹿 54 松岡 正海窪田 康志氏 中舘 英二 浦河 谷川牧場 522＋ 4 〃 ハナ 48．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，936，900円 複勝： 62，530，400円 枠連： 29，617，900円
馬連： 135，523，000円 馬単： 53，586，400円 ワイド： 72，441，500円
3連複： 165，543，100円 3連単： 243，674，100円 計： 812，853，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 240円 � 180円 � 410円 枠 連（6－7） 440円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，790円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 6，120円 3 連 単 ��� 27，090円

票 数

単勝票数 計 499369 的中 � 64835（4番人気）
複勝票数 計 625304 的中 � 68750（4番人気）� 108438（3番人気）� 33317（6番人気）
枠連票数 計 296179 的中 （6－7） 51887（2番人気）
馬連票数 計1355230 的中 �� 86739（5番人気）
馬単票数 計 535864 的中 �� 16312（10番人気）
ワイド票数 計 724415 的中 �� 41528（5番人気）�� 9928（22番人気）�� 12875（12番人気）
3連複票数 計1655431 的中 ��� 20259（22番人気）
3連単票数 計2436741 的中 ��� 6521（78番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―12．3―12．9―13．8―13．6―12．5―12．4―12．6―12．7―13．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―24．9―37．2―50．1―1：03．9―1：17．5―1：30．0―1：42．4―1：55．0―2：07．7―2：20．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウマトイ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．1．17 京都11着

2014．5．11生 牡4鹿 母 メイショウルイーズ 母母 フェアトゥザウインド 23戦4勝 賞金 54，802，000円



25035 9月15日 曇 稍重 （30中山4）第3日 第11競走 ��
��2，000�レインボーステークス

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

811 ドレッドノータス �5栗 57 石橋 脩 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 450－ 82：00．0 16．1�
44 シャルドネゴールド 牡3栗 54 内田 博幸青芝商事� 池江 泰寿 新冠 パカパカ

ファーム 450＋ 42：00．53 3．0�
22 ギブアンドテイク �7栗 57 松岡 正海嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 浦河 昭和牧場 474＋ 42：00．6	 15．9�
68 ショウナンマルシェ �7青鹿57 三浦 皇成国本 哲秀氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 42：00．81
 60．7�
56 アウトライアーズ 牡4鹿 57 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 496－ 6 〃 ハナ 5．4	
79 レッドローゼス 牡4鹿 57 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 476± 02：00．9� 3．4

812 アッフィラート 牝5鹿 55 北村 宏司 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 4 〃 アタマ 8．4�
11 サトノグラン 牡4青鹿57 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492＋102：01．0	 6．0�
55 ワールドレーヴ 牡8黒鹿57 柴山 雄一嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 468－ 22：01．21 166．3
710 トレクァルティスタ �7黒鹿57 杉原 誠人 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 490－ 22：01．3	 140．0�
33 � エリモジパング 牡8青鹿57 黛 弘人山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 458－ 2 〃 クビ 276．4�
67 デルマサリーチャン 牝7鹿 55 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 494－ 82：01．51	 268．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 96，065，300円 複勝： 121，630，500円 枠連： 47，782，900円
馬連： 303，925，800円 馬単： 126，028，700円 ワイド： 141，270，300円
3連複： 400，357，900円 3連単： 659，097，800円 計： 1，896，159，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 350円 � 150円 � 320円 枠 連（4－8） 870円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 6，790円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，640円 �� 900円

3 連 複 ��� 8，140円 3 連 単 ��� 61，770円

票 数

単勝票数 計 960653 的中 � 47520（7番人気）
複勝票数 計1216305 的中 � 76831（7番人気）� 273535（2番人気）� 86448（6番人気）
枠連票数 計 477829 的中 （4－8） 42228（4番人気）
馬連票数 計3039258 的中 �� 100342（11番人気）
馬単票数 計1260287 的中 �� 13916（30番人気）
ワイド票数 計1412703 的中 �� 46080（11番人気）�� 21490（21番人気）�� 40870（13番人気）
3連複票数 計4003579 的中 ��� 36850（31番人気）
3連単票数 計6590978 的中 ��� 7735（195番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．6―12．3―12．5―11．9―11．9―11．4―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．3―36．9―49．2―1：01．7―1：13．6―1：25．5―1：36．9―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドレッドノータス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．25 京都1着

2013．3．9生 �5栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 18戦4勝 賞金 107，820，000円

25036 9月15日 曇 稍重 （30中山4）第3日 第12競走 ��1，800�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

710 サイドチェンジ 牡4黒鹿57 石橋 脩大塚 亮一氏 池上 昌和 新ひだか 平野牧場 B522＋ 41：54．5 2．4�
56 ジュンパッション 牡3芦 54

53 ☆武藤 雅河合 純二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム B464± 01：54．82 28．0�
33 ペイシャボム 牡4鹿 57

54 ▲山田 敬士北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 480＋101：55．43� 19．1�
79 ロージズキング 牡3栗 54

53 ☆木幡 巧也鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B514－ 2 〃 ハナ 11．6�
55 オールウェイズゼア 牡4黒鹿 57

55 △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 474± 01：55．5クビ 7．8�
11 � マイネルストラトス 牡4黒鹿57 田中 勝春杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 490－101：55．92� 7．1�
67 キョウワスピネル 牡3栗 54 横山 和生	協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 480± 0 〃 アタマ 95．0

44 イクヨロブロイ 牡3黒鹿54 内田 博幸太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 470＋ 41：56．0クビ 227．8�
811 マイネルツァイト 牡4青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 492± 0 〃 同着 8．4
68 ハルカノテソーロ 牡4鹿 57 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 服部 健太郎 516＋ 2 〃 ハナ 7．2�
22 シ ー ル ー ト 牡3鹿 54 北村 宏司ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 6 〃 ハナ 12．1�
812 タイセイカレッジ 牡3芦 54 大野 拓弥田中 成奉氏 奥村 武 日高 下河辺牧場 428＋ 21：56．95 18．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 66，351，500円 複勝： 87，580，500円 枠連： 31，066，700円
馬連： 156，067，400円 馬単： 70，192，300円 ワイド： 99，666，900円
3連複： 210，802，100円 3連単： 324，863，500円 計： 1，046，590，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 640円 � 450円 枠 連（5－7） 570円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 740円 �� 2，800円

3 連 複 ��� 9，410円 3 連 単 ��� 41，220円

票 数

単勝票数 計 663515 的中 � 213951（1番人気）
複勝票数 計 875805 的中 � 260146（1番人気）� 26153（10番人気）� 38819（9番人気）
枠連票数 計 310667 的中 （5－7） 42161（2番人気）
馬連票数 計1560674 的中 �� 42239（12番人気）
馬単票数 計 701923 的中 �� 12391（15番人気）
ワイド票数 計 996669 的中 �� 23721（13番人気）�� 35733（7番人気）�� 8805（34番人気）
3連複票数 計2108021 的中 ��� 16790（40番人気）
3連単票数 計3248635 的中 ��� 5713（154番人気）

ハロンタイム 13．3―12．8―13．8―13．6―12．6―11．9―11．7―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―26．1―39．9―53．5―1：06．1―1：18．0―1：29．7―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サイドチェンジ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2017．1．21 中山1着

2014．4．6生 牡4黒鹿 母 ナムラミステリー 母母 タイキミステリー 20戦2勝 賞金 41，550，000円



（30中山4）第3日 9月15日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 173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

186，220，000円
5，180，000円
21，580，000円
1，270，000円
20，530，000円
72，602，500円
4，498，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
523，232，900円
709，511，600円
283，640，600円
1，240，939，400円
531，107，100円
728，391，500円
1，596，992，500円
2，271，927，600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 7，885，743，200円

総入場人員 14，897名 （有料入場人員 13，147名）
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