
25037 9月16日 曇 稍重 （30中山4）第4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）

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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

612 ケイゴールド 牝2青鹿54 戸崎 圭太友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 476＋ 21：12．7 4．3�
12 セ イ ス ピ カ 牝2黒鹿54 三浦 皇成金田 成基氏 中川 公成 新冠 松本 信行 424－ 41：13．12� 9．0�
23 フレッシュスマイル 牝2栗 54 内田 博幸坪野谷和平氏 勢司 和浩 新ひだか 真歌田中牧場 458＋ 61：13．2� 2．8�
611 エリーバラード 牝2黒鹿 54

52 △菊沢 一樹谷川 正純氏 菊沢 隆徳 熊本 本田 土寿 492－ 21：13．41� 4．8�
36 フ ァ ロ 牝2黒鹿54 田中 勝春�三嶋牧場 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 472＋141：13．5� 20．0�
510 シゲルアコヤガイ 牝2芦 54

53 ☆武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 442± 01：13．6� 19．4	

48 ニシノビアンカ 牝2芦 54 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか ヒサイファーム 452－ 21：13．91� 14．6

816 カガコルヴェヤ 牝2栗 54 武士沢友治香川 憲次氏 高市 圭二 新ひだか 飛野牧場 432＋ 2 〃 クビ 25．2�
24 シ ュ ン ラ ン 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 430＋ 41：14．0クビ 71．1�
713 エスワイロビン 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也吉岡 泰治氏 和田 勇介 森 笹川大晃牧場 434－ 21：14．21� 150．3
815 ア ラ ニ 牝2栗 54

51 ▲木幡 育也平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 荒木 貴宏 448－141：14．3� 64．2�
11 シ ッ ト リ 牝2鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 484＋ 41：15．15 165．5�
35 ランペドゥーザ 牝2栗 54 嶋田 純次�ミルファーム 高市 圭二 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 472± 01：16．37 140．8�
59 カイラーサナータ 牝2鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 田中 剛 新冠 ヒカル牧場 472－ 21：17．910 288．8�
714 ナ ミ ノ ハ ナ 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子大久保與志雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 弘之 B408－ 41：18．53� 45．3�
47 シゲルルビー 牝2黒鹿 54

52 △横山 武史森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 460＋ 61：19．77 117．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，045，700円 複勝： 49，314，200円 枠連： 18，655，400円
馬連： 70，766，200円 馬単： 35，010，400円 ワイド： 50，423，200円
3連複： 101，668，300円 3連単： 121，849，900円 計： 482，733，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 180円 � 120円 枠 連（1－6） 970円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 560円 �� 230円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 8，020円

票 数

単勝票数 計 350457 的中 � 67224（2番人気）
複勝票数 計 493142 的中 � 90840（2番人気）� 54878（4番人気）� 131874（1番人気）
枠連票数 計 186554 的中 （1－6） 14778（3番人気）
馬連票数 計 707662 的中 �� 35722（5番人気）
馬単票数 計 350104 的中 �� 9785（9番人気）
ワイド票数 計 504232 的中 �� 20636（6番人気）�� 64652（1番人気）�� 32617（3番人気）
3連複票数 計1016683 的中 ��� 64785（2番人気）
3連単票数 計1218499 的中 ��� 11004（13番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―12．5―13．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―46．4―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイゴールド �
�
父 サムライハート �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2018．6．17 東京8着

2016．2．23生 牝2青鹿 母 ビーナストリック 母母 ゴーゴーナイナー 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 シゲルルビー号は，発進不良〔出遅れ〕。

ケイゴールド号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔その他〕 ナミノハナ号は，発走後に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〕 カイラーサナータ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月16日まで平地

競走に出走できない。
シゲルルビー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月16日まで平地競
走に出走できない。

25038 9月16日 曇 稍重 （30中山4）第4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

36 ホウオウカトリーヌ 牝2鹿 54 大野 拓弥小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 468± 01：08．6 4．1�
611 カステヘルミ 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 432－ 81：09．34 6．0�
47 トーセンリスト 牝2栗 54 石橋 脩島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 424－ 81：09．4� 3．0�
510 テンモントム 牡2鹿 54

51 ▲木幡 育也 �スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 B434＋ 61：09．5� 23．1�
714 ヤンチャプリヒメ 牝2鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 436＋121：10．03 20．6	
48 エ コ ロ ト ム 牡2鹿 54

52 △藤田菜七子原村 正紀氏 根本 康広 浦河 東栄牧場 452－ 21：10．21� 4．3

816 サイゴウパワー 牡2栗 54 宮崎 北斗西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 444± 01：10．62� 56．8�
612 ハタノリュクス 牝2鹿 54

52 △横山 武史 �グッドラック・ファーム 田中 博康 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 426－ 21：10．81� 48．1�

12 ラ イ ド 牝2鹿 54
52 △菊沢 一樹 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 出口牧場 426＋121：10．9� 59．5�
713 ベリッシモファルコ 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 真歌田中牧場 452＋141：11．0� 106．4�
11 ボルンタード 牡2鹿 54

51 ▲山田 敬士西森 鶴氏 高橋 義博 新冠 オリエント牧場 458＋ 41：11．21� 130．5�
35 ラ タ ウ ィ 牝2鹿 54 戸崎 圭太岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 434＋ 21：11．3� 49．8�
59 カ ナ デ ル ハ 牝2鹿 54 丹内 祐次 アフロin El Paso 小桧山 悟 浦河 �川 啓一 468＋121：11．4クビ 398．8�
23 ド ナ リ エ ラ 牝2鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 福岡 駿弥 466－10 〃 ハナ 316．5�
815 ウインドシャルム 牝2栗 54

53 ☆木幡 初也福原 正博氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 406＋ 41：11．61� 132．4�
24 ゴールデンチョイス 牡2青鹿54 田辺 裕信田島榮二郎氏 武藤 善則 新ひだか 元茂牧場 448＋ 21：11．92 31．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，690，200円 複勝： 39，567，300円 枠連： 17，835，300円
馬連： 62，780，100円 馬単： 31，975，300円 ワイド： 43，996，200円
3連複： 92，628，800円 3連単： 112，298，000円 計： 431，771，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 140円 � 130円 枠 連（3－6） 1，190円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 410円 �� 270円 �� 300円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 6，460円

票 数

単勝票数 計 306902 的中 � 62849（2番人気）
複勝票数 計 395673 的中 � 69068（2番人気）� 65598（4番人気）� 89109（1番人気）
枠連票数 計 178353 的中 （3－6） 11593（4番人気）
馬連票数 計 627801 的中 �� 44598（5番人気）
馬単票数 計 319753 的中 �� 11942（9番人気）
ワイド票数 計 439962 的中 �� 25355（5番人気）�� 42632（1番人気）�� 38188（3番人気）
3連複票数 計 926288 的中 ��� 74062（2番人気）
3連単票数 計1122980 的中 ��� 12596（14番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．3―11．6―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．2―45．8―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウオウカトリーヌ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Henrythenavigator デビュー 2018．8．19 新潟4着

2016．2．2生 牝2鹿 母 テ ル ヌ ー ヴ 母母 Ms Louisett 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 ホウオウカトリーヌ号の騎手大野拓弥は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番・7番・8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールデンチョイス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月16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・マメシボリ号

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４日



25039 9月16日 曇 稍重 （30中山4）第4日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11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
1：33．4
1：32．3

良
良

11 ヴィッテルスバッハ 牡2鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：36．2 3．1�
611 ウインレフィナード 牡2黒鹿54 戸崎 圭太�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 436＋ 61：36．41� 2．3�
712� スポーカンテソーロ 牝2栗 54 吉田 隼人了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Summer-
hill Farm 508－ 41：36．5クビ 4．3�

58 ナンヨーシンゲツ 牡2黒鹿 54
51 ▲木幡 育也中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 456＋ 61：36．71� 98．7�

46 フレンドリボン 牝2鹿 54
52 △藤田菜七子横尾 晴人氏 南田美知雄 日高 クリアファーム 436± 0 〃 クビ 17．8	

22 マ メ シ ボ リ 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 402± 0 〃 アタマ 58．4

610 ニシノゴウウン 牡2青鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 小島 茂之 新冠 カミイスタット 474－ 4 〃 同着 11．5�
814 ラウズアップ 牡2黒鹿54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 日高 株式会社カ

ネツ牧場 412＋ 21：36．8クビ 58．9�
35 デルマシャンゼリゼ 牝2鹿 54

52 △菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 464－ 41：37．11	 218．0
34 コアヴィクトリー 牡2鹿 54

53 ☆井上 敏樹西本 資史氏 的場 均 青森 佐々木牧場 440± 01：37．31� 391．6�
47 シゲルネコライト 牝2栗 54 武士沢友治森中 蕃氏 石栗 龍彦 新冠 大林ファーム 402＋ 41：37．72 294．9�
23 サバイバルクイーン 牝2鹿 54 石川裕紀人福田 光博氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 クビ 244．8�
713 ヘ デ ラ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 422－ 41：38．44 53．5�
59 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 434＋ 21：38．71	 299．3�
815 バ イ ラ ー ル 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 402± 01：39．76 364．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，977，900円 複勝： 43，519，400円 枠連： 16，551，300円
馬連： 62，448，000円 馬単： 36，997，000円 ワイド： 40，722，100円
3連複： 90，138，000円 3連単： 135，738，900円 計： 461，092，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（1－6） 340円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 160円 �� 200円 �� 180円

3 連 複 ��� 320円 3 連 単 ��� 1，720円

票 数

単勝票数 計 349779 的中 � 92121（2番人気）
複勝票数 計 435194 的中 � 95210（2番人気）� 145806（1番人気）� 76840（3番人気）
枠連票数 計 165513 的中 （1－6） 37452（2番人気）
馬連票数 計 624480 的中 �� 138067（1番人気）
馬単票数 計 369970 的中 �� 36853（3番人気）
ワイド票数 計 407221 的中 �� 68692（1番人気）�� 47837（3番人気）�� 58306（2番人気）
3連複票数 計 901380 的中 ��� 207234（1番人気）
3連単票数 計1357389 的中 ��� 57078（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．3―48．6―1：01．0―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4F47．6―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ヴィッテルスバッハ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．8．25 新潟4着

2016．2．21生 牡2鹿 母 ケイティーズジェム 母母 ケイティーズファースト 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔騎手変更〕 デルマシャンゼリゼ号の騎手横山和生は，負傷のため菊沢一樹に変更。
〔発走状況〕 バイラール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 バイラール号は，発走調教再審査。
※シゲルネコライト号・デルマシャンゼリゼ号・マメシボリ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

25040 9月16日 曇 稍重 （30中山4）第4日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11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
1：08．7
1：08．7

重
重

510 オーヴォドーロ 牝3黒鹿54 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 470＋ 81：12．1 4．5�
24 レガロデルソル 牝3鹿 54 津村 明秀�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 498＋ 61：12．31� 3．6�
713� ステラストラータ 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹岡田 牧雄氏 大江原 哲 米
Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

474＋ 41：12．4	 17．0�
35 トーホウアネモス 牡3黒鹿56 三浦 皇成東豊物産� 伊藤 大士 新ひだか 静内フジカワ牧場 B450＋ 81：12．82
 7．4�
11 バッカルコーン 牝3青鹿 54

52 △横山 武史佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 �川 啓一 B426－12 〃 クビ 91．9	
47 � ユナリオンス 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也�ノースヒルズ 萩原 清 愛 Noel O’Cal-
laghan 454＋ 21：12．9
 18．7


611 ア ノ マ リ ー 牡3青鹿 56
55 ☆木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三石川上牧場 494＋ 21：13．0
 7．4�

815 サトノアルテミス 牝3黒鹿54 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488 ― 〃 クビ 12．3�
816 ブラックキングダム 牡3青鹿56 柴田 大知草間 庸文氏 尾形 和幸 日高 シンボリ牧場 472＋ 61：13．1
 6．0
36 ヴェルヴェット 牝3鹿 54 蛯名 正義村山 正道氏 田中 清隆 新ひだか 増本牧場 448＋121：13．2クビ 35．6�
23 � イレイズザスレート 牡3鹿 56

54 △藤田菜七子田記 正規氏 小島 茂之 米 Milan
Kosanovich 490＋121：13．52 38．2�

12 ラヴィーズロマーン 牡3黒鹿56 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B452＋ 4 〃 ハナ 19．9�
612� ワイルドリーク 牡3鹿 54 伴 啓太吉田 和美氏 高柳 瑞樹 豪 Jananth

Pty Ltd 518± 01：13．6
 140．7�
59 リョウランレーヴ 牝3青 54 菅原 隆一佐藤 啓子氏 小野 次郎 新冠 スカイビーチステーブル 448＋ 61：13．81
 480．1�
714 マサノメーテル 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 470＋ 51：14．33 352．8�
48 ウインダイバー 牡3青鹿56 丹内 祐次�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 81：14．72
 241．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，449，900円 複勝： 54，943，100円 枠連： 21，209，200円
馬連： 82，651，400円 馬単： 37，246，600円 ワイド： 55，762，400円
3連複： 118，194，100円 3連単： 134，898，800円 計： 542，355，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 210円 � 150円 � 470円 枠 連（2－5） 1，070円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，290円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 18，560円

票 数

単勝票数 計 374499 的中 � 66217（2番人気）
複勝票数 計 549431 的中 � 69156（4番人気）� 114292（1番人気）� 23247（9番人気）
枠連票数 計 212092 的中 （2－5） 15243（3番人気）
馬連票数 計 826514 的中 �� 68045（1番人気）
馬単票数 計 372466 的中 �� 15271（3番人気）
ワイド票数 計 557624 的中 �� 36433（2番人気）�� 10555（15番人気）�� 13828（12番人気）
3連複票数 計1181941 的中 ��� 19942（11番人気）
3連単票数 計1348988 的中 ��� 5267（42番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―12．3―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．2―46．5―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーヴォドーロ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．26 東京4着

2015．3．30生 牝3黒鹿 母 ステラマリス 母母 ステラマドリッド 7戦1勝 賞金 8，900，000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。
（非抽選馬） 2頭 ノヴァ号・ハルメキ号



25041 9月16日 曇 良 （30中山4）第4日 第5競走 ��
��1，800�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
1：46．4
1：45．6

良
良

22 サルウェーテ 牡2鹿 54 蛯名 正義西森 鶴氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 442 ―1：51．4 49．9�
33 プ ラ イ ム 牡2鹿 54 内田 博幸 �カナヤマホール

ディングス 尾関 知人 浦河 酒井牧場 486 ― 〃 クビ 3．5�
11 マジックパフォーム 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 松田牧場 440 ―1：51．5� 107．4�
69 インテンスライト 牡2鹿 54

52 △菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 490 ―1：51．92� 4．0�
812 フォーコーナーズ 牡2黒鹿54 田辺 裕信諸江 幸祐氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 500 ― 〃 ハナ 4．1�
710 アルタマレーア 牝2鹿 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 418 ―1：52．21� 25．9	
711 フ ォ ー エ ロ 牡2青鹿54 丸山 元気岡田 牧雄氏 林 徹 新冠 赤石 久夫 450 ―1：52．3� 52．4

44 エレンボーゲン 牝2鹿 54 三浦 皇成 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 438 ―1：52．4� 5．7�
56 エリーグローリー 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也谷川 正純氏 高橋 文雅 新ひだか 三木田 明仁 456 ―1：53．03� 37．8
68 スティーリア 牝2青鹿54 石川裕紀人 �社台レースホース池上 昌和 安平 追分ファーム 486 ―1：53．21� 55．8�
45 ニューデイズドーン 牝2青鹿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 458 ―1：53．51� 29．1�
57 ポートロイヤル 牡2黒鹿54 大野 拓弥 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 478 ―1：53．6� 14．7�
813 ス ッ ポ ン 牡2青鹿54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 えりも 能登 浩 474 ―1：53．81 202．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，376，600円 複勝： 42，484，200円 枠連： 16，820，900円
馬連： 63，831，700円 馬単： 31，658，500円 ワイド： 40，954，500円
3連複： 83，288，700円 3連単： 104，830，500円 計： 423，245，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，990円 複 勝 � 830円 � 170円 � 1，820円 枠 連（2－3） 7，860円

馬 連 �� 8，110円 馬 単 �� 21，350円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 14，690円 �� 4，290円

3 連 複 ��� 68，120円 3 連 単 ��� 558，830円

票 数

単勝票数 計 393766 的中 � 6701（9番人気）
複勝票数 計 424842 的中 � 11252（10番人気）� 88429（1番人気）� 4908（12番人気）
枠連票数 計 168209 的中 （2－3） 1658（17番人気）
馬連票数 計 638317 的中 �� 6097（26番人気）
馬単票数 計 316585 的中 �� 1112（56番人気）
ワイド票数 計 409545 的中 �� 4743（24番人気）�� 710（66番人気）�� 2458（39番人気）
3連複票数 計 832887 的中 ��� 917（138番人気）
3連単票数 計1048305 的中 ��� 136（873番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．6―38．3―51．4―1：04．1―1：16．6―1：28．4―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F34．8
1
3
・（1，3）8，2，11，12（7，13）4，10，9－6，5・（1，3）（2，8）6（11，12）4，7（10，13）9－5

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

勝馬の
紹 介

サルウェーテ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2016．3．19生 牡2鹿 母 ハローアゲイン 母母 ゴールデンバード 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※マジックパフォーム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

25042 9月16日 曇 稍重 （30中山4）第4日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時00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

24 シ ゲ ノ ブ 牡3黒鹿56 内田 博幸玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 496± 01：54．8 5．2�
816 マイネルラッジョ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 538＋ 6 〃 クビ 3．4�
713 シーオブセレニティ 牡3黒鹿56 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 81：55．12 6．8�
48 セイカメテオライト 牡3鹿 56 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 450＋ 21：55．2クビ 18．5�
36 レッドアグラード 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 514＋ 21：55．3� 6．7�
23 サンシャイアン 牡3鹿 56 松岡 正海 �加藤ステーブル 杉浦 宏昭 浦河 吉田 又治 474－ 21：55．61� 3．8	
11 パ ト ロ ナ 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅 
社台レースホース黒岩 陽一 安平 追分ファーム 464＋ 21：56．45 83．1�
612 トーアスサノオー 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 B456± 01：56．71� 18．2�
12 アマゾンチャック 牝3鹿 54 宮崎 北斗
下河辺牧場 林 徹 日高 下河辺牧場 468＋ 41：57．23 365．7
815 レコンキスタシチー 牡3栗 56 伊藤 工真 �友駿ホースクラブ 金成 貴史 浦河 桑田牧場 470－ 41：57．41� 86．2�
47 シオラパルク �3栗 56 丹内 祐次高橋 文男氏 尾形 和幸 浦河 市川フアーム 464－ 21：57．5� 241．0�
510 モダンジャイブ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也 
社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 536＋221：57．6� 15．5�
59 シュネルスト 牡3栗 56

54 △菊沢 一樹 �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 藤本牧場 B498－101：58．13 351．5�

714 トーセンフェイム 牡3鹿 56 菅原 隆一島川 �哉氏 柴田 政人 日高 有限会社 エ
スティファーム 484＋ 81：58．31� 295．9�

611 チャンピオンノホシ 牡3芦 56 武士沢友治坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 杵臼牧場 540－ 21：58．94 297．5�
35 マエストーソ 牡3黒鹿56 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 522＋ 21：59．96 232．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，886，600円 複勝： 48，142，000円 枠連： 22，422，600円
馬連： 77，337，800円 馬単： 36，804，400円 ワイド： 48，568，900円
3連複： 99，768，300円 3連単： 125，635，500円 計： 493，566，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 150円 � 200円 枠 連（2－8） 290円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 410円 �� 930円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 12，260円

票 数

単勝票数 計 348866 的中 � 52756（3番人気）
複勝票数 計 481420 的中 � 71780（3番人気）� 93565（1番人気）� 54720（5番人気）
枠連票数 計 224226 的中 （2－8） 59066（1番人気）
馬連票数 計 773378 的中 �� 69599（2番人気）
馬単票数 計 368044 的中 �� 14194（6番人気）
ワイド票数 計 485689 的中 �� 32512（2番人気）�� 12561（13番人気）�� 21371（6番人気）
3連複票数 計 997683 的中 ��� 31554（5番人気）
3連単票数 計1256355 的中 ��� 7427（33番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．1―13．2―12．5―12．2―12．5―12．9―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．7―50．9―1：03．4―1：15．6―1：28．1―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ゲ ノ ブ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Dixie Union デビュー 2017．12．3 中山5着

2015．5．5生 牡3黒鹿 母 メイショウアルペン 母母 アルペンローズ 6戦1勝 賞金 9，750，000円
〔発走状況〕 モダンジャイブ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 モダンジャイブ号は，平成30年9月17日から平成30年10月8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〕 チャンピオンノホシ号・マエストーソ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

10月16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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ヒロブラッサム号・プラーナ号



25043 9月16日 曇 良 （30中山4）第4日 第7競走 ��2，500�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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
2：29．5
2：29．5

良
良

44 マ ス ラ オ �4栗 57 北村 宏司 �Gリビエール・
レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 438－ 22：33．7 11．1�

33 グリントオブライト 牝5栗 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 448＋ 22：33．8� 5．5�
11 ジョブックコメン 牝3黒鹿 52

49 ▲山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 416－ 22：33．9� 5．0�
810 バラダガール 牝4黒鹿55 田辺 裕信 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 560± 02：34．0� 2．0�
79 マサハヤスター 牡4栗 57 内田 博幸中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B474－ 42：34．42� 85．2	
66 ウインクリムゾン 牡4鹿 57 松岡 正海�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 466± 0 〃 アタマ 52．1

67 トーセンヴィガー 牡3鹿 54 石橋 脩島川 �哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 472－ 22：34．82� 11．1�
22 	 プロヴェルビオ 牝4黒鹿 55

53 △藤田菜七子成富 直行氏 根本 康広 新冠 ビッグレッドファーム 452＋102：35．01� 45．4
78 	 リュウシンローズ 牝4黒鹿 55

53 △菊沢 一樹�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 466± 02：35．1� 312．5�
55 エールブリリアンツ 牡4芦 57 荻野 琢真佐伯由加理氏 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 492－ 22：35．95 54．0�
811 デ ナ リ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太寺田千代乃氏 田村 康仁 新冠 高瀬牧場 B494＋ 82：36．64 8．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，745，200円 複勝： 67，216，700円 枠連： 17，312，400円
馬連： 82，674，800円 馬単： 48，396，000円 ワイド： 53，695，900円
3連複： 105，920，900円 3連単： 195，136，200円 計： 616，098，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 360円 � 210円 � 210円 枠 連（3－4） 3，030円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 5，320円

ワ イ ド �� 680円 �� 650円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 19，410円

票 数

単勝票数 計 457452 的中 � 32932（5番人気）
複勝票数 計 672167 的中 � 42430（6番人気）� 91118（2番人気）� 87610（3番人気）
枠連票数 計 173124 的中 （3－4） 4416（9番人気）
馬連票数 計 826748 的中 �� 27804（9番人気）
馬単票数 計 483960 的中 �� 6820（22番人気）
ワイド票数 計 536959 的中 �� 19641（9番人気）�� 20642（7番人気）�� 32162（4番人気）
3連複票数 計1059209 的中 ��� 34580（8番人気）
3連単票数 計1951362 的中 ��� 7287（68番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．3―19．2―31．2―43．5―55．7―1：08．6―1：20．9―1：33．5―1：45．6―1：57．5―2：09．6―2：21．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マ ス ラ オ �
�
父 ブレイクランアウト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．16 福島12着

2014．5．10生 �4栗 母 マコトエンエン 母母 ケアフルタイミング 17戦2勝 賞金 21，666，000円
〔制裁〕 マスラオ号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

25044 9月16日 曇 良 （30中山4）第4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

710 ベディヴィア 牡4栗 57 戸崎 圭太 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 462－ 61：53．7 4．8�
67 スピアザゴールド �5鹿 57

55 △横山 武史 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－ 2 〃 クビ 29．3�

68 トーホウフライト 牡3鹿 54 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 486－ 4 〃 ハナ 5．7�
22 ワイルドゲーム 牡5鹿 57 丸山 元気合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B484± 01：54．33� 62．8�
79 トーセンヴィータ 牡3青鹿54 北村 宏司島川 	哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 524－ 61：54．61� 1．9

812 クインズプルート 牡5栗 57 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 516－ 2 〃 クビ 8．4�
56 グラスブルース 牡4鹿 57 石橋 脩半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B510± 01：55．23� 8．0�
11 ヤマタケパンチ 牡3青鹿54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 高野牧場 490＋ 61：55．94 201．0
33 ソ ン タ ク 牡3鹿 54

52 △藤田菜七子田頭 勇貴氏 的場 均 えりも 熊沢牧場 436± 01：56．11� 39．5�
811	 ウイントリニティー 牡4鹿 57 松岡 正海�ウイン 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 492＋ 61：56．95 93．6�
44 ゲームチェンジャー 牡3栗 54 石川裕紀人�明栄商事 小西 一男 新冠 樋渡 志尚 502＋101：57．75 58．4�
55 アヴォーリオ 牝3栗 52 武士沢友治�ターフ・スポート星野 忍 新ひだか 鳥谷 勝彦 450± 01：57．8� 380．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 52，616，300円 複勝： 59，322，300円 枠連： 19，666，700円
馬連： 95，055，500円 馬単： 45，735，400円 ワイド： 53，768，300円
3連複： 110，337，400円 3連単： 174，572，100円 計： 611，074，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 460円 � 230円 枠 連（6－7） 360円

馬 連 �� 3，950円 馬 単 �� 7，010円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 520円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 7，530円 3 連 単 ��� 46，460円

票 数

単勝票数 計 526163 的中 � 87461（2番人気）
複勝票数 計 593223 的中 � 84795（2番人気）� 28183（6番人気）� 69447（5番人気）
枠連票数 計 196667 的中 （6－7） 41523（1番人気）
馬連票数 計 950555 的中 �� 18630（12番人気）
馬単票数 計 457354 的中 �� 4892（24番人気）
ワイド票数 計 537683 的中 �� 9822（13番人気）�� 28432（6番人気）�� 8888（15番人気）
3連複票数 計1103374 的中 ��� 10982（21番人気）
3連単票数 計1745721 的中 ��� 2724（130番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．3―50．0―1：02．4―1：14．8―1：27．4―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベディヴィア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．30 京都7着

2014．5．12生 牡4栗 母 ペディクラリス 母母 マチカネベニザクラ 10戦2勝 賞金 17，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※アヴォーリオ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



25045 9月16日 曇 良 （30中山4）第4日 第9競走 ��2，000�
し お ど め

汐 留 特 別
発走14時35分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

69 オスカールビー 牝3鹿 52 戸崎 圭太森 保彦氏 矢作 芳人 日高 チャンピオン
ズファーム 482－ 41：59．2 1．8�

68 � ラレッサングル 牝5鹿 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 452＋ 42：00．47 31．2�
45 キューンハイト 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 424± 02：00．5クビ 11．0�
710 ラ ン リ ー ナ 牝3芦 52 内田 博幸由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元道牧場 464－ 2 〃 ハナ 16．4�
44 ムーンライトナイト 牝3鹿 52 松岡 正海 �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 436＋ 4 〃 アタマ 5．4	
711 ラ レ ゾ ン 牝4黒鹿55 大野 拓弥 �社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 62：00．71� 23．6

22 カ マ ク ラ 牝5黒鹿55 武藤 雅市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：00．8� 34．0�
813 インヴィジブルワン 牝3黒鹿52 北村 宏司 �サンデーレーシング 青木 孝文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 22：00．9	 69．8�
57 ミレフォリウム 牝3鹿 52 丸山 元気 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 482± 02：01．0� 10．4
56 レッドリュンヌ 牝5栗 55 石橋 脩 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 438± 0 〃 クビ 93．6�
33 ワタシヲマッテル 牝3栗 52 蛯名 正義小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 466＋102：01．31	 8．8�
11 ノーブルカリス 牝3鹿 52 江田 照男吉木 伸彦氏 菊川 正達 新ひだか 田中 裕之 466－142：01．4	 69．7�
812 キョウエイレガシー 牝4鹿 55 木幡 巧也田中 晴夫氏 萱野 浩二 新冠 ハシモトフアーム 414－102：01．82� 133．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，368，300円 複勝： 59，942，900円 枠連： 25，791，100円
馬連： 114，661，800円 馬単： 52，430，200円 ワイド： 65，513，300円
3連複： 151，083，500円 3連単： 211，284，600円 計： 727，075，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 470円 � 240円 枠 連（6－6） 2，450円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 880円 �� 420円 �� 2，940円

3 連 複 ��� 5，890円 3 連 単 ��� 18，710円

票 数

単勝票数 計 463683 的中 � 206045（1番人気）
複勝票数 計 599429 的中 � 206907（1番人気）� 21607（8番人気）� 51305（5番人気）
枠連票数 計 257911 的中 （6－6） 8157（8番人気）
馬連票数 計1146618 的中 �� 35620（8番人気）
馬単票数 計 524302 的中 �� 12575（11番人気）
ワイド票数 計 655133 的中 �� 18733（10番人気）�� 43983（4番人気）�� 5282（33番人気）
3連複票数 計1510835 的中 ��� 19225（22番人気）
3連単票数 計2112846 的中 ��� 8183（57番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．0―12．1―12．2―11．8―12．0―11．8―12．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．5―47．6―59．8―1：11．6―1：23．6―1：35．4―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オスカールビー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2018．2．3 東京3着

2015．5．31生 牝3鹿 母 リキセレナード 母母 ムーンセレナード 9戦2勝 賞金 25，527，000円
〔制裁〕 ムーンライトナイト号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

25046 9月16日 曇 良 （30中山4）第4日 第10競走 ��
��1，200�

は つ か ぜ

初 風 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

711 ショウナンアエラ 牡4黒鹿57 内田 博幸国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 B480－121：07．9 4．2�
56 イサチルホープ 牡6栗 57 柴山 雄一小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 472－ 21：08．22 35．8�
22 ウォーターラボ 牝6青鹿55 三浦 皇成山岡 良一氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 466＋ 21：08．3	 26．2�
44 ラフィングマッチ 牡3栗 55 津村 明秀�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 482－ 4 〃 ハナ 5．7�
33 ワンダフルラッシュ 牝5黒鹿55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 458＋ 2 〃 クビ 13．4�
11 ガ ゼ ボ 牡3青 55 石橋 脩吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 520－101：08．4クビ 5．8	
710 ラッシュアウト 
4黒鹿57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 ラツキー牧場 438－ 4 〃 アタマ 20．4

57 アドマイヤスカイ 牡6青鹿57 田辺 裕信近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 456－ 61：08．5	 15．6�
812 オトコギマサムネ 
7鹿 57 高田 潤塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B488＋ 21：08．71� 78．7�
45 ラストプリマドンナ 牝3鹿 53 戸崎 圭太 シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 432＋ 61：08．91	 2．8�
813 ジュンザワールド 牡5鹿 57 北村 宏司河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 532－ 61：09．11 98．6�
68 オ フ ク ヒ メ 牝5黒鹿55 荻野 琢真山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 456＋ 61：09．2	 29．8�
69 シ ェ ア ー ド 牡5鹿 57 木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 476＋ 2 〃 アタマ 163．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 56，850，400円 複勝： 78，590，500円 枠連： 32，610，800円
馬連： 170，814，000円 馬単： 72，813，500円 ワイド： 90，132，800円
3連複： 219，954，900円 3連単： 309，629，600円 計： 1，031，396，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 860円 � 520円 枠 連（5－7） 1，900円

馬 連 �� 6，650円 馬 単 �� 13，300円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 1，770円 �� 5，930円

3 連 複 ��� 37，740円 3 連 単 ��� 177，870円

票 数

単勝票数 計 568504 的中 � 108258（2番人気）
複勝票数 計 785905 的中 � 134198（2番人気）� 20328（10番人気）� 35648（8番人気）
枠連票数 計 326108 的中 （5－7） 13295（7番人気）
馬連票数 計1708140 的中 �� 19895（23番人気）
馬単票数 計 728135 的中 �� 4104（45番人気）
ワイド票数 計 901328 的中 �� 10342（28番人気）�� 13264（19番人気）�� 3856（48番人気）
3連複票数 計2199549 的中 ��� 4371（99番人気）
3連単票数 計3096296 的中 ��� 1262（472番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―11．2―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．1―45．3―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアエラ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．8．28 新潟4着

2014．3．28生 牡4黒鹿 母 ショウナンタイリン 母母 ゴールデンページ 20戦4勝 賞金 75，130，000円

１レース目 ３レース目



25047 9月16日 曇 良 （30中山4）第4日 第11競走 ��
��1，800�ラ ジ オ 日 本 賞

発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳53�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
53�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

ラジオ日本賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

66 ヒラボクラターシュ 牡3鹿 53 内田 博幸�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 526＋ 41：51．4 3．4�
11 アングライフェン 牡6鹿 56 三浦 皇成前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 61：51．61	 15．1�
55 ヨ シ オ 牡5鹿 56 勝浦 正樹仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 478＋ 2 〃 クビ 4．0�
44 クインズサターン 牡5芦 57 戸崎 圭太 �クイーンズ・ランチ 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B476－ 61：51．81	 2．3�
22 
 ゴールデンバローズ 牡6栗 56 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Crossed Sa-

bres Farm 536± 01：52．43� 19．4�
89 ア ル タ イ ル 牡6栗 58 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B484－ 41：52．5クビ 14．1	
33 サクラルコール 牡7栃栗56 北村 宏司�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 高橋 修 490＋ 21：52．82 46．1

88 マイネルオフィール 牡6鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B488－181：53．12 21．2�
77 ラテンロック 牡7鹿 56 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 510＋181：53．52� 32．3�
（9頭）

売 得 金
単勝： 91，965，800円 複勝： 82，701，000円 枠連： 41，887，100円 馬連： 258，030，300円 馬単： 121，549，500円
ワイド： 114，221，100円 3連複： 332，361，200円 3連単： 677，750，800円 5重勝： 510，938，800円 計： 2，231，405，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 260円 � 160円 枠 連（1－6） 3，170円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 4，680円

ワ イ ド �� 850円 �� 280円 �� 820円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 20，860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����� 83，850円

票 数

単勝票数 計 919658 的中 � 216327（2番人気）
複勝票数 計 827010 的中 � 143038（3番人気）� 65585（5番人気）� 153537（2番人気）
枠連票数 計 418871 的中 （1－6） 10211（10番人気）
馬連票数 計2580303 的中 �� 66314（9番人気）
馬単票数 計1215495 的中 �� 19448（16番人気）
ワイド票数 計1142211 的中 �� 31766（10番人気）�� 117695（3番人気）�� 32977（9番人気）
3連複票数 計3323612 的中 ��� 72722（12番人気）
3連単票数 計6777508 的中 ��� 23551（71番人気）
5重勝票数 計5109388 的中 ����� 4265

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．3―49．0―1：01．6―1：13．8―1：26．1―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒラボクラターシュ 
�
父 キンシャサノキセキ 

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．3．3 阪神1着

2015．3．16生 牡3鹿 母 ヒラボクウィン 母母 エンキャンタドゥ 7戦3勝 賞金 56，746，000円
〔制裁〕 アングライフェン号の騎手三浦皇成は，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：4番・9番）

25048 9月16日 曇 良 （30中山4）第4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

510 ギ ン ゴ ー 牡5鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 B498＋161：11．5 53．5�
612 トロピカルスパート 牝4栗 55 石橋 脩日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 490＋ 81：12．03 3．5�
11 � フレンドアリス 牝3栗 53

51 △菊沢 一樹横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 444± 0 〃 クビ 37．9�
47 テンプルツリー 牝5鹿 55

52 ▲山田 敬士山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 460＋ 21：12．1	 18．1�
713
 アースコレクション 牡5鹿 57 石川裕紀人 �グリーンファーム尾関 知人 米

Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

522＋ 4 〃 ハナ 23．8	
48 � レッドオリアナ 牝4栗 55 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 448＋161：12．2クビ 25．0

714 テ ン キ セ キ 牝5鹿 55

54 ☆木幡 巧也天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B484± 0 〃 クビ 35．7�
24 ブラウローゼット 牡3青鹿55 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新ひだか 加野牧場 B482＋ 21：12．41� 99．2�
815 トワードポラリス �4黒鹿57 戸崎 圭太吉田 照哉氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 アタマ 9．7
12 エ ル ヴ ス 牝4栗 55 的場 勇人岡田 牧雄氏 的場 均 新冠 村上牧場 478＋ 21：12．6	 185．1�
59 
 メダーリアフレイム �4鹿 57 三浦 皇成ゴドルフィン 伊藤 圭三 米 Gallagher’s

Stud B464± 0 〃 クビ 12．8�
816� ラヴタクティクス 牝4栗 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 天間 昭一 日高 若林 順一 496－ 61：12．7� 2．9�
35 ノットオンリー �4鹿 57

56 ☆木幡 初也久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 428－181：13．01	 282．2�
23 
 カポラヴォーロ 牡3栗 55 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 米 Debra Ann
Shehadi 482－ 4 〃 クビ 55．0�

611
 オペラグローブ 牝3栗 53 津村 明秀�山紫水明 田中 博康 米 My Mead-
owview LLC 488＋10 〃 ハナ 6．2�

36 ブ ラ ン シ ュ 牝4青鹿 55
53 △藤田菜七子�Basic 根本 康広 平取 協栄組合 448＋141：13．74 23．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 86，609，500円 複勝： 106，792，400円 枠連： 63，606，400円
馬連： 206，666，500円 馬単： 84，263，800円 ワイド： 133，270，900円
3連複： 311，325，700円 3連単： 389，749，100円 計： 1，382，284，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，350円 複 勝 � 810円 � 190円 � 690円 枠 連（5－6） 1，420円

馬 連 �� 7，010円 馬 単 �� 20，350円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 13，270円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 69，260円 3 連 単 ��� 534，150円

票 数

単勝票数 計 866095 的中 � 12945（12番人気）
複勝票数 計1067924 的中 � 29321（12番人気）� 192767（2番人気）� 35014（10番人気）
枠連票数 計 636064 的中 （5－6） 34476（6番人気）
馬連票数 計2066665 的中 �� 22837（22番人気）
馬単票数 計 842638 的中 �� 3105（62番人気）
ワイド票数 計1332709 的中 �� 16464（23番人気）�� 2542（89番人気）�� 15463（25番人気）
3連複票数 計3113257 的中 ��� 3371（179番人気）
3連単票数 計3897491 的中 ��� 529（1174番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．7―12．0―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．8―46．8―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ギ ン ゴ ー �
�
父 キャプテントゥーレ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．6．21 東京4着

2013．3．19生 牡5鹿 母 シルクスパイシー 母母 ハシノダーリア 36戦3勝 賞金 41，770，000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） 2頭 ウォルプタス号・エースロッカー号
（非抽選馬） 3頭 サーロンドン号・メガポリゴン号・ユアザスター号

５レース目



（30中山4）第4日 9月16日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 166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

194，250，000円
2，590，000円
19，370，000円
1，200，000円
21，440，000円
69，419，000円
4，316，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
592，582，400円
732，536，000円
314，369，200円
1，347，718，100円
634，880，600円
791，029，600円
1，816，669，800円
2，693，374，000円
510，938，800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 9，434，098，500円

総入場人員 26，491名 （有料入場人員 23，896名）
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