
25025 9月14日 曇 稍重 （1中山4） 第3日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時10分 （ダート・右）

牝；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

68 デビルスダンサー 牝2栗 54
51 ▲藤田菜七子前迫 義幸氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 428＋ 61：12．4 2．6�

811 ア ル カ ウ ン 牝2栗 54 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 浦河 笹島 智則 426＋ 21：12．5� 3．4�
11 コトブキレイア 牝2鹿 54 北村 宏司尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 452＋ 21：13．13� 7．0�
22 セイレーンズベルン 牝2黒鹿54 松岡 正海四本 昭弘氏 加藤 和宏 浦河 笹地牧場 410－ 41：13．2� 9．5�
56 クリノファイヤー 牝2栗 54 江田 照男栗本 博晴氏 本間 忍 日高 浦新 徳司 466－ 21：13．3� 40．3�
710 ケイティディライト 牝2鹿 54 横山 典弘瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 北星村田牧場 448± 0 〃 ハナ 6．5	
79 ゾ ー ル シ カ 牝2芦 54

51 ▲菅原 明良山口 敦広氏 土田 稔 新冠 山岡ファーム 426－101：13．51 52．3

67 カンタベリーアロマ 牝2鹿 54 伴 啓太峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 424＋ 21：13．82 23．6�
44 ラブリーエンジェル 牝2栗 54

53 ☆菊沢 一樹長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 440＋ 61：14．54 91．9�
812 ヴォレクィーン 牝2鹿 54 岩部 純二坂田 行夫氏 南田美知雄 日高 中川 欽一 B442－ 61：14．6� 189．9
55 ハヤブサセクーシー 牝2栗 54

51 ▲山田 敬士武田 修氏 小桧山 悟 日高 シンボリ牧場 474－ 41：15．66 359．8�
33 ヴ ィ ル ベ ル 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 414＋121：16．45 50．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 33，831，200円 複勝： 42，606，500円 枠連： 10，331，400円
馬連： 58，389，600円 馬単： 30，185，000円 ワイド： 41，494，500円
3連複： 88，467，700円 3連単： 115，047，000円 計： 420，352，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（6－8） 410円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 230円 �� 300円 �� 330円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 2，690円

票 数

単勝票数 計 338312 的中 � 106117（1番人気）
複勝票数 計 426065 的中 � 115581（1番人気）� 85751（2番人気）� 59927（3番人気）
枠連票数 計 103314 的中 （6－8） 19421（1番人気）
馬連票数 計 583896 的中 �� 101183（1番人気）
馬単票数 計 301850 的中 �� 27585（1番人気）
ワイド票数 計 414945 的中 �� 49658（1番人気）�� 34442（2番人気）�� 30073（3番人気）
3連複票数 計 884677 的中 ��� 84085（1番人気）
3連単票数 計1150470 的中 ��� 30958（1番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．2―12．3―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．5―45．8―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デビルスダンサー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Broken Vow デビュー 2019．7．21 福島2着

2017．3．9生 牝2栗 母 ウインガイア 母母 ヴェストリーレディ 2戦1勝 賞金 7，800，000円

25026 9月14日 曇 稍重 （1中山4） 第3日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時40分 （ダート・右）

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

712 キョウエイゴー 牡2黒鹿54 田辺 裕信田中 晴夫氏 萱野 浩二 新冠 松浦牧場 496± 01：56．1 3．9�
711 ラグリマスネグラス 牡2栗 54 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新ひだか 飛野牧場 552± 01：56．84 9．8�
34 ケイツーキナ 牝2鹿 54

52 △木幡 育也楠本 勝美氏 大江原 哲 新冠 樋渡 志尚 452－ 41：57．01� 33．1�
57 サトノアレックス 牡2栗 54 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 484＋ 21：57．74 3．2�
46 マイネルエスペルト 牡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 新ひだか 千代田牧場 504－ 41：58．65 22．9�
11 ロードオマージュ 牡2栗 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 474＋ 21：58．91� 3．7	
69 ヴァリアントジョイ 牡2鹿 54

51 ▲菅原 明良 �ローレルレーシング 畠山 吉宏 青森 織笠 時男 456－ 2 〃 クビ 128．7

813 ニシノアオハル 牡2栗 54 大野 拓弥西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 小倉 光博 468＋ 2 〃 ハナ 9．6�
33 タ マ サ イ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 浦河 中神牧場 426－ 81：59．0クビ 46．9
22 クラウンデフィート 牡2青 54 木幡 巧也矢野 雅子氏 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 486± 0 〃 クビ 75．8�
814 バトーブラン 牝2芦 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 41：59．1クビ 46．1�
610 ミスファビュラス 牝2栗 54 吉田 豊畑 末廣郎氏 古賀 史生 新ひだか タイヘイ牧場 458＋ 21：59．95 130．6�
45 キ リ ゲ リ 牡2栗 54 木幡 初也後藤 英成氏 青木 孝文 えりも 寺井 文秀 488＋ 82：00．22 344．4�
58 セ ン ジ モ ン 牡2栗 54 井上 敏樹 �スピードファーム佐藤 吉勝 浦河 斉藤英牧場 B502＋142：03．0大差 351．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，990，500円 複勝： 47，657，800円 枠連： 13，905，900円
馬連： 60，513，600円 馬単： 29，822，700円 ワイド： 44，677，700円
3連複： 88，641，800円 3連単： 111，554，400円 計： 432，764，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 270円 � 570円 枠 連（7－7） 1，480円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，700円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 14，280円 3 連 単 ��� 55，130円

票 数

単勝票数 計 359905 的中 � 76968（3番人気）
複勝票数 計 476578 的中 � 86717（3番人気）� 44043（5番人気）� 17833（7番人気）
枠連票数 計 139059 的中 （7－7） 7241（7番人気）
馬連票数 計 605136 的中 �� 30291（8番人気）
馬単票数 計 298227 的中 �� 8275（11番人気）
ワイド票数 計 446777 的中 �� 20741（7番人気）�� 6581（15番人気）�� 3605（31番人気）
3連複票数 計 886418 的中 ��� 4654（42番人気）
3連単票数 計1115544 的中 ��� 1467（163番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―13．3―13．1―13．0―12．6―12．5―12．7―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―38．5―51．6―1：04．6―1：17．2―1：29．7―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キョウエイゴー �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2019．7．13 福島4着

2017．3．10生 牡2黒鹿 母 ア リ ー 母母 Secret Partner 4戦1勝 賞金 7，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 センジモン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月14日まで平地競走

に出走できない。

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

追 加 記 事（第 2回札幌競馬第 1日第 9競走）
〔その他〕　　ディーエスバズーカ号は，競走中に疾病〔左第３中手骨遠位剥離骨折〕を発症。

なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



25027 9月14日 曇 良 （1中山4） 第3日 第3競走 ��1，200�2歳未勝利
発走11時10分 （芝・右・外）

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

35 エリーグランプリ 牝2鹿 54
51 ▲菅原 明良谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 426－ 61：09．6 8．7�

611 コスモアンジュ 牝2鹿 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 武藤 善則 新冠 安達 洋生 468－ 61：09．81� 6．1�
612 チェアリングソング 牡2栗 54 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 450＋101：10．01� 5．2�
59 ネバーランド 牡2鹿 54 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 424－ 2 〃 クビ 4．2�
36 ヨ ン ウ ォ ニ 牝2鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 田中 清隆 日高 道見牧場 418± 01：10．1� 22．6	
24 スターオブフォース 牡2鹿 54 丸山 元気光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 446－ 2 〃 クビ 9．9

714 アオイベクター 牝2青鹿 54

53 ☆菊沢 一樹鈴木 照雄氏 小野 次郎 新ひだか 高橋 修 444＋ 41：10．52� 168．6�
816 ラッキーボーイ 牡2芦 54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 440＋ 41：10．71 166．8�
510 ペリトモレノ 牝2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 466＋101：10．8� 6．6
23 ニシノコードブルー 牡2青鹿54 吉田 豊西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 村上 欽哉 444－ 6 〃 ハナ 24．8�
815 レイチェリー 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 440＋ 2 〃 ハナ 12．4�
12 サ ノ チ ナ 牝2鹿 54 大野 拓弥佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 402＋ 21：11．01� 130．7�
47 ハナノルージュ 牝2鹿 54

52 △木幡 育也華山 龍一氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 430＋ 81：11．1クビ 57．3�
713 トウキョウガール 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 萱野 浩二 浦河 村中牧場 420＋121：11．2� 64．6�
11 メンタピペリタ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新ひだか 聖心台牧場 430＋ 21：11．3� 216．1�
48 ハーフジャック 牡2黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎 �アフロin El Paso 加藤士津八 新ひだか 平野牧場 422＋ 61：11．4� 171．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，039，100円 複勝： 44，162，600円 枠連： 18，544，500円
馬連： 59，420，100円 馬単： 26，115，900円 ワイド： 46，850，400円
3連複： 89，592，400円 3連単： 95，872，000円 計： 410，597，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 240円 � 190円 � 190円 枠 連（3－6） 1，020円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，280円 �� 720円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 33，950円

票 数

単勝票数 計 300391 的中 � 29137（5番人気）
複勝票数 計 441626 的中 � 43991（5番人気）� 63293（3番人気）� 61196（4番人気）
枠連票数 計 185445 的中 （3－6） 14042（5番人気）
馬連票数 計 594201 的中 �� 18671（11番人気）
馬単票数 計 261159 的中 �� 4078（21番人気）
ワイド票数 計 468504 的中 �� 15007（10番人気）�� 9137（18番人気）�� 17107（7番人気）
3連複票数 計 895924 的中 ��� 12138（18番人気）
3連単票数 計 958720 的中 ��� 2047（118番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―11．7―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．4―46．1―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリーグランプリ �
�
父 グランプリボス �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2019．7．28 新潟6着

2017．4．24生 牝2鹿 母 ブリッジポート 母母 カプティヴァン 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ラッキーボーイ号は，発進不良〔外側に逃避〕。

25028 9月14日 曇 良 （1中山4） 第3日 第4競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走11時40分 （芝・右・外）
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

24 ハーモニーマゼラン 牡2鹿 54 木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 508± 01：34．3 3．2�
510� オーロラフラッシュ 牝2鹿 54 C．ルメール 嶋田 賢氏 藤沢 和雄 愛 Diamond

Creek Farm 446－ 6 〃 クビ 2．2�
612 プ リ マ ジ ア 牡2鹿 54 横山 典弘藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 454－ 81：34．62 25．8�
11 マイネルチューダ 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 432＋ 61：34．7クビ 30．1�
23 � オーロラテソーロ 牡2栗 54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 John R. Penn &
Spendthift Farm 484＋ 41：34．8� 5．5�

816 アナザーチャンス 牡2栗 54 江田 照男岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド B438＋ 61：35．22� 302．9	
12 ゲームアルアル 牡2栗 54 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 有限会社 大

作ステーブル 468－ 2 〃 クビ 11．4

36 コンカルノー 牝2鹿 54 三浦 皇成中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 446＋ 4 〃 ハナ 25．0�
713 サトノポーラスター 牡2栗 54 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 大和田 成 千歳 社台ファーム B500＋101：35．73 48．3�
47 イッツオーライト 牡2栗 54 丸田 恭介田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 446＋181：35．91	 290．4
611� アウティスタ 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 米 University

of Kentucky 450＋ 2 〃 ハナ 158．6�
35 シゲルビアンカ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行森中 蕃氏 清水 英克 日高 スウィング

フィールド牧場 400＋ 41：36．43 458．3�
815 ワイルドピット 牡2栗 54

53 ☆菊沢 一樹 TURH 浅野洋一郎 新ひだか 今 牧場 426＋ 21：36．5クビ 528．3�
714 ダイヤモンドリリー 牝2鹿 54

51 ▲菅原 明良田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 門別 敏朗 446－ 21：36．6
 412．7�
59 エリナイトニケ 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 416－ 21：36．81	 48．3�
48 ハップウトウゲ 牡2鹿 54

51 ▲大塚 海渡諸岡 慶氏 石毛 善彦 日高 北田 剛 502－ 21：46．6大差 611．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，946，400円 複勝： 50，684，400円 枠連： 19，458，200円
馬連： 66，763，500円 馬単： 38，184，200円 ワイド： 48，478，900円
3連複： 95，548，300円 3連単： 140，276，600円 計： 505，340，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 120円 � 260円 枠 連（2－5） 230円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 220円 �� 730円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 9，300円

票 数

単勝票数 計 459464 的中 � 115081（2番人気）
複勝票数 計 506844 的中 � 125439（2番人気）� 126698（1番人気）� 31364（5番人気）
枠連票数 計 194582 的中 （2－5） 64815（1番人気）
馬連票数 計 667635 的中 �� 125985（1番人気）
馬単票数 計 381842 的中 �� 33006（2番人気）
ワイド票数 計 484789 的中 �� 67660（1番人気）�� 15307（9番人気）�� 13856（10番人気）
3連複票数 計 955483 的中 ��� 32356（6番人気）
3連単票数 計1402766 的中 ��� 10934（23番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．3―11．6―12．0―12．2―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．6―46．2―58．2―1：10．4―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F36．1

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

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

勝馬の
紹 介

ハーモニーマゼラン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sea The Stars デビュー 2019．6．9 東京7着

2017．2．6生 牡2鹿 母 スターズアラインド 母母 Senora Galilei 4戦1勝 賞金 7，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハップウトウゲ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月14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 インプルソ号・コパノカリブ号



25029 9月14日 曇 良 （1中山4） 第3日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時30分 （芝・右）
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

44 ローレリスト 牡2鹿 54 C．ルメール 多田 賢司氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 440 ―1：52．5 3．8�
67 ナリノモンターニュ 牡2黒鹿54 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 494 ― 〃 ハナ 13．4�
33 ヴォリアーモ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 460 ―1：52．71� 16．4�
22 セ ー リ ン グ 牡2鹿 54 丸山 元気栗坂 崇氏 和田 雄二 新冠 ベルモント

ファーム 430 ―1：53．02 80．1�
810 ウインランウェイ 牡2鹿 54 宮崎 北斗�ウイン 金成 貴史 浦河 鎌田 正嗣 428 ―1：53．21� 122．8	
11 サクラジマテソーロ 牡2鹿 54 津村 明秀了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 新ひだか チャンピオンズファーム 446 ―1：53．41� 8．5

66 � アブルハウル 牡2鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース池江 泰寿 米 Teruya

Yoshida 484 ― 〃 ハナ 1．5�
79 コスモギンガ 牝2芦 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 日高 出口牧場 450 ―1：53．61	 67．1�
78 アーヴィング 牡2鹿 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 小野 次郎 新冠 中本牧場 440 ―1：53．91
 231．4
811 コスモフラッター 牡2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 478 ―1：54．22 132．0�
55 ウォッシュトレード 牡2鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 厚真 大川牧場 464 ―1：54．41� 118．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，344，200円 複勝： 92，010，400円 枠連： 10，839，200円
馬連： 51，254，800円 馬単： 37，721，700円 ワイド： 37，962，400円
3連複： 69，776，900円 3連単： 141，308，200円 計： 490，217，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 240円 � 490円 � 570円 枠 連（4－6） 250円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 490円 �� 480円 �� 980円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 14，200円

票 数

単勝票数 計 493442 的中 � 107059（2番人気）
複勝票数 計 920104 的中 � 114809（2番人気）� 46434（4番人気）� 38972（5番人気）
枠連票数 計 108392 的中 （4－6） 33302（1番人気）
馬連票数 計 512548 的中 �� 23893（6番人気）
馬単票数 計 377217 的中 �� 9739（8番人気）
ワイド票数 計 379624 的中 �� 20461（7番人気）�� 20681（6番人気）�� 9334（10番人気）
3連複票数 計 697769 的中 ��� 15057（11番人気）
3連単票数 計1413082 的中 ��� 7214（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―26．1―39．2―52．7―1：05．2―1：17．6―1：29．4―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ローレリスト �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Dansili 初出走

2017．3．8生 牡2鹿 母 スプリングシーズンⅡ 母母 Midsummer 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ナリノモンターニュ号の騎手田辺裕信は，決勝線手前で外側に斜行したことについて令和元年9月21日から令和元年10月

6日まで騎乗停止。（被害馬：3番）

25030 9月14日 曇 良 （1中山4） 第3日 第6競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走13時00分 （ダート・右）
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

36 ウィーンソナタ 牝2青鹿54 田辺 裕信星野 �男氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 490 ―1：13．1 5．1�
713 スターファイター 牡2鹿 54 嘉藤 貴行 �YGGホースクラブ 田島 俊明 新冠 川上牧場 474 ―1：13．73� 50．5�
24 デルマサファイア 牝2青鹿 54

53 ☆菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 466 ―1：14．02 18．5�
47 ルヴァンヴェール 牡2鹿 54

53 ☆武藤 雅 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 486 ―1：14．42� 8．9�

611 メモワールミノル 牡2芦 54 三浦 皇成吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 458 ―1：14．6� 17．5	
35 ソ ク シ ン 牡2鹿 54

53 ☆野中悠太郎重松 國建氏 小西 一男 浦河 山口 義彦 514 ― 〃 クビ 40．0

510 キョウエイリヴァル 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 464 ―1：14．92 72．1�
59 タマモエクラン 牝2栗 54 横山 典弘タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 490 ―1：15．0クビ 1．8�
714 トーセンポエム 牡2青 54 江田 照男島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 508 ―1：15．53 41．3
612 タイムカプセル 牡2栗 54

51 ▲菅原 明良�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 原 弘之 428 ―1：15．71	 159．4�
816 リョウランハート 牡2栗 54 横山 和生佐藤 啓子氏 小野 次郎 新冠 高瀬 敦 456 ―1：15．8クビ 177．2�
12 ブラーニーキス 牝2栗 54 内田 博幸吉田 和美氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 512 ―1：16．22� 13．7�
23 イデアスタイル 牝2鹿 54 柴田 大知益田 修一氏 清水 英克 浦河 大道牧場 492 ―1：16．3� 224．1�
48 シゲルフタゴザ 牡2黒鹿54 大野 拓弥森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか 土田農場 472 ―1：16．4� 32．4�
11 グラスピエーナ 牝2栗 54 吉田 豊半沢� 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 454 ―1：17．14 228．2�
815 バ ル セ ロ ナ 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 勇介 新ひだか 服部 牧場 454 ―1：18．27 116．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，704，000円 複勝： 46，441，400円 枠連： 16，535，900円
馬連： 59，848，700円 馬単： 32，021，800円 ワイド： 45，739，600円
3連複： 84，656，800円 3連単： 107，843，800円 計： 434，792，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 780円 � 370円 枠 連（3－7） 2，480円

馬 連 �� 9，310円 馬 単 �� 16，310円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 1，040円 �� 3，870円

3 連 複 ��� 26，040円 3 連 単 ��� 206，840円

票 数

単勝票数 計 417040 的中 � 68839（2番人気）
複勝票数 計 464414 的中 � 93561（2番人気）� 12411（10番人気）� 29822（6番人気）
枠連票数 計 165359 的中 （3－7） 5149（10番人気）
馬連票数 計 598487 的中 �� 4977（25番人気）
馬単票数 計 320218 的中 �� 1472（41番人気）
ワイド票数 計 457396 的中 �� 4948（25番人気）�� 11715（10番人気）�� 2976（34番人気）
3連複票数 計 846568 的中 ��� 2438（75番人気）
3連単票数 計1078438 的中 ��� 378（464番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―12．3―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．5―46．8―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィーンソナタ �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2017．3．4生 牝2青鹿 母 スイートフィズ 母母 ア ク ワ レ ラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バルセロナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月14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15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 アキトゴー号・ヴェーラ号・カッチョカバロ号・キタノシャンティ号・コスモイーゲル号・サツキマス号・

ジャジャウマ号・スーコーサファイア号・テイエムカーニバル号・トゥーヤング号・トミケンリフリーク号・
ホープブロッサム号・ムキズ号・ムーランアンディゴ号・ルージュキッス号

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 11 日第 8競走）
〔その他〕　　ディーズエフォート号は，競走中に疾病〔左第４中手骨々折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



25031 9月14日 曇 良 （1中山4） 第3日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
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
1：47．6

重
重

44 エクリリストワール 牡3栗 54 戸崎 圭太鈴木 剛史氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 524± 01：53．7 1．8�
812 サクラルーフェン 牡3黒鹿54 石橋 脩�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 458＋ 61：54．76 4．7�
33 ネオブレイブ 牡3栗 54 丸山 元気西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 494＋ 21：55．02 6．0�
68 グロリアスホープ 牡3鹿 54 木幡 初也�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B504＋10 〃 クビ 17．0�
56 リンガスビャクヤ 牡3芦 54

53 ☆野中悠太郎伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 504－ 41：55．63� 76．2	
11 タイセイシャトル 牡3栗 54 松岡 正海田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 484± 01：56．02� 13．2

45 カ ガ ス タ ー 牡4鹿 57

54 ▲山田 敬士香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 450＋ 4 〃 ハナ 37．3�
22 シ ー ル ー ト �4鹿 57 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 41：56．1� 21．0�
69 トラストシンゲン 牡3栗 54

51 ▲菅原 明良菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 510＋ 21：56．63 65．7
57 アッシュドール 牡3鹿 54 北村 宏司西 浩明氏 勢司 和浩 新ひだか 桜井牧場 500－ 4 〃 クビ 35．0�
710 ト ゥ ル ボ ー 牡3栗 54 田辺 裕信�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ B482－ 81：56．7クビ 17．8�
813 エコロドリーム 牡3栗 54 柴田 善臣原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 466－ 6 〃 ハナ 41．0�
711� ピエナクリスエス 牡4青鹿57 上野 翔本谷 兼三氏 萱野 浩二 日高 沖田牧場 480－ 91：58．7大差 415．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，626，300円 複勝： 84，201，700円 枠連： 17，472，900円
馬連： 81，917，800円 馬単： 43，640，900円 ワイド： 61，193，900円
3連複： 113，457，900円 3連単： 164，422，800円 計： 613，934，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（4－8） 630円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 280円 �� 240円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 4，140円

票 数

単勝票数 計 476263 的中 � 201538（1番人気）
複勝票数 計 842017 的中 � 372156（1番人気）� 103064（3番人気）� 109621（2番人気）
枠連票数 計 174729 的中 （4－8） 21398（2番人気）
馬連票数 計 819178 的中 �� 86641（2番人気）
馬単票数 計 436409 的中 �� 34357（2番人気）
ワイド票数 計 611939 的中 �� 56175（2番人気）�� 68831（1番人気）�� 34366（4番人気）
3連複票数 計1134579 的中 ��� 71923（1番人気）
3連単票数 計1644228 的中 ��� 28752（4番人気）

ハロンタイム 13．2―12．5―12．7―12．5―12．2―12．4―12．5―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．7―38．4―50．9―1：03．1―1：15．5―1：28．0―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エクリリストワール �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 In The Wings デビュー 2018．9．30 中山2着

2016．4．10生 牡3栗 母 ビリーヴミー 母母 Golden Wings 6戦2勝 賞金 19，900，000円

25032 9月14日 曇 良 （1中山4） 第3日 第8競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
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

813 クインズラミントン 牡5鹿 57 戸崎 圭太亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 B484± 01：10．7 2．1�
45 ナリノメジャー 牝5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 484－101：10．91� 8．6�
11 メイクアンシー 牡3青鹿55 横山 和生チームユッキレーシング 高市 圭二 日高 広富牧場 450－ 21：11．53� 22．5�
69 タマモキャペリン 牝3鹿 53

52 ☆武藤 雅タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 454＋ 4 〃 クビ 11．8�
44 イワネコゴシキ 牡3青鹿55 石川裕紀人丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 496＋ 51：11．71� 84．6�
22 � ト ッ プ ギ ア 牡4鹿 57

54 ▲菅原 明良 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 456＋ 21：11．91� 358．1	
812 カッチョエペペ 牝3栗 53 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 446－ 6 〃 アタマ 6．0

711 サイモンゼーレ 牡6鹿 57

54 ▲藤田菜七子澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 472± 01：12．0クビ 5．9�
710 クイーンズテイスト 牝3黒鹿 53

52 ☆菊沢 一樹 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 480＋14 〃 クビ 7．6
33 フジマサクイーン 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B464＋ 21：12．32 85．7�
57 ベルテックスロード 牡3黒鹿55 大野 拓弥山口 敦広氏 的場 均 浦河 多田 善弘 474＋ 61：12．4クビ 44．7�
68 ワイメアバレイ 牝3栗 53 伊藤 工真 �笹川大晃牧場 金成 貴史 森 笹川大晃牧場 476＋ 6 〃 クビ 32．4�
56 � クラウンカーネル 	5芦 57

54 ▲山田 敬士矢野 雅子氏 星野 忍 日高 クラウン日高牧場 428－121：12．82� 132．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 33，532，900円 複勝： 48，664，500円 枠連： 19，011，300円
馬連： 75，471，400円 馬単： 34，257，200円 ワイド： 49，007，000円
3連複： 100，651，000円 3連単： 136，387，500円 計： 496，982，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 210円 � 430円 枠 連（4－8） 690円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，160円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 15，530円

票 数

単勝票数 計 335329 的中 � 122107（1番人気）
複勝票数 計 486645 的中 � 148226（1番人気）� 50979（4番人気）� 20056（7番人気）
枠連票数 計 190113 的中 （4－8） 21063（3番人気）
馬連票数 計 754714 的中 �� 76630（3番人気）
馬単票数 計 342572 的中 �� 21570（3番人気）
ワイド票数 計 490070 的中 �� 37502（3番人気）�� 10372（15番人気）�� 5593（21番人気）
3連複票数 計1006510 的中 ��� 15338（15番人気）
3連単票数 計1363875 的中 ��� 6364（52番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―12．1―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．8―45．9―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズラミントン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2016．6．19 東京4着

2014．4．15生 牡5鹿 母 ゾ イ ゾ イ 母母 Angel Puss 23戦2勝 賞金 33，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



25033 9月14日 曇 良 （1中山4） 第3日 第9競走 ��1，600�
こ さ く

古 作 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）

3歳以上，1勝クラス（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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

510 フォルコメン 牡3鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 512＋ 61：32．6 2．6�
23 モンブランテソーロ 牡3鹿 55 津村 明秀了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 浦河 市川フアーム 468－101：32．92 6．7�
12 ダンシングチコ 牝4鹿 55 丸田 恭介石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 476＋ 6 〃 アタマ 27．3�
11 グランソヴァール 牡3芦 55 戸崎 圭太広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 512＋141：33．11 11．5�
816 パ ル マ リ ア 牡4鹿 57 C．ルメール 吉田 和美氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 536＋ 61：33．2� 2．2	
35 アーザムブルー 牡5黒鹿57 三浦 皇成 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 468－ 21：33．3� 22．8

48 サンディレクション 牡3鹿 55 大野 拓弥 �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 458＋ 41：33．51� 64．4�
611 スピリットソウル 牡5黒鹿57 松岡 正海落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 510＋ 6 〃 クビ 45．1�
47 ガ ト ン 	3芦 55 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 496－ 21：33．6� 92．8
24 ダイイチターミナル 牡5鹿 57 勝浦 正樹�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 450＋ 81：33．7� 36．9�
59 ス ズ カ ゼ 牝5鹿 55 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 492－ 6 〃 ハナ 174．8�
815 マイネルプリンチペ 牡4黒鹿57 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 452＋ 41：33．8� 50．9�
612 プレイズラン 牝4栗 55 木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 日高 天羽牧場 458＋ 21：33．9� 422．4�
714 レ ロ ー ヴ 牝5鹿 55 野中悠太郎今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム B510－ 21：34．32� 271．0�
36 クリノカリビアン 牝3鹿 53 田中 勝春栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 418－ 2 〃 アタマ 364．2�
713
 クラウンジャミール 牡4栗 57 武藤 雅矢野まり子氏 天間 昭一 浦河 中島牧場 464＋ 61：34．4� 480．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，909，000円 複勝： 77，072，600円 枠連： 26，753，700円
馬連： 123，693，600円 馬単： 55，622，800円 ワイド： 87，238，300円
3連複： 179，912，400円 3連単： 264，433，300円 計： 868，635，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 200円 � 410円 枠 連（2－5） 710円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 330円 �� 680円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 11，840円

票 数

単勝票数 計 539090 的中 � 162137（2番人気）
複勝票数 計 770726 的中 � 198212（2番人気）� 94570（3番人気）� 35664（6番人気）
枠連票数 計 267537 的中 （2－5） 29077（2番人気）
馬連票数 計1236936 的中 �� 116121（2番人気）
馬単票数 計 556228 的中 �� 33353（3番人気）
ワイド票数 計 872383 的中 �� 76413（2番人気）�� 32183（6番人気）�� 12701（18番人気）
3連複票数 計1799124 的中 ��� 32105（11番人気）
3連単票数 計2644333 的中 ��� 16188（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．0―46．3―57．9―1：09．4―1：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

フォルコメン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2019．1．12 中山4着

2016．3．13生 牡3鹿 母 イマーキュレイトキャット 母母 Myhrr 7戦2勝 賞金 29，093，000円

25034 9月14日 曇 良 （1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，2勝クラス（1000万円以下），30．9．15以降1．9．8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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

78 � スターライトブルー 牡5黒鹿54 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 512－ 42：36．8 9．3�

33 イルフォーコン 牡6黒鹿54 田辺 裕信 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 468＋ 62：37．33 4．4�
22 キタサンヴィクター 牡4鹿 54 横山 典弘�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 502＋ 42：37．51� 10．1�
810 ギガバッケン 牡4鹿 54 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 550＋ 62：37．82 5．9�
55 ミラクルヒッター 牡4芦 54 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム B494－ 42：38．0	 17．2	
11 フーズサイド 牡3黒鹿53 武士沢友治西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 470＋ 62：38．1	 3．2

77 カ カ ア コ 牝5栗 51 藤田菜七子山住 勲氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 464－122：38．84 48．7�
89 アバオアクー 牡7鹿 54 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 510－122：39．01� 9．7�
66 レオステップアップ 牡4栗 54 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 488－ 22：39．32 6．5
44 アークカンパネラ 牡4青鹿54 丹内 祐次酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 川上牧場 B500± 02：39．62 65．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 48，524，900円 複勝： 55，376，600円 枠連： 23，400，400円
馬連： 117，783，800円 馬単： 51，070，000円 ワイド： 65，138，700円
3連複： 154，566，100円 3連単： 225，239，300円 計： 741，099，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 330円 � 170円 � 380円 枠 連（3－7） 2，220円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 4，940円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，120円 �� 840円

3 連 複 ��� 6，600円 3 連 単 ��� 36，240円

票 数

単勝票数 計 485249 的中 � 41497（5番人気）
複勝票数 計 553766 的中 � 39304（6番人気）� 103137（2番人気）� 33337（7番人気）
枠連票数 計 234004 的中 （3－7） 8166（10番人気）
馬連票数 計1177838 的中 �� 37767（10番人気）
馬単票数 計 510700 的中 �� 7739（26番人気）
ワイド票数 計 651387 的中 �� 24517（8番人気）�� 14605（19番人気）�� 19956（12番人気）
3連複票数 計1545661 的中 ��� 17549（30番人気）
3連単票数 計2252393 的中 ��� 4505（161番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―25．9―39．3―53．0―1：06．9―1：20．6―1：34．3―1：47．1―1：59．1―2：11．3―2：23．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�スターライトブルー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ジャングルポケット

2014．2．26生 牡5黒鹿 母 オメガリトルスター 母母 オメガスターライト 22戦2勝 賞金 41，710，000円
初出走 JRA



25035 9月14日 曇 良 （1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，3勝クラス（1600万円以下），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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

811 ブレステイキング 牡4鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484－ 61：58．4 1．8�
22 ギ ャ ラ ッ ド �4鹿 57 丸山 元気 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 クビ 35．1�
44 ヴァンケドミンゴ 牡3鹿 54 石橋 脩幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 456＋ 21：58．5	 8．1�
11 サンティール 牝5鹿 55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 490＋101：58．6	 9．3�
812 ゴールドギア 牡4黒鹿57 三浦 皇成有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 476＋121：58．81 15．4�
67 タガノアスワド 牝5黒鹿55 石川裕紀人八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 516＋ 8 〃 アタマ 9．3	
68 ショウナンマルシェ �8青鹿57 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 81：59．01
 152．5

79 ダイワメモリー 牝4栗 55 内田 博幸大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 ハナ 4．2�
33 マイネルキラメキ 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 434－101：59．32 55．8
710 ベアインマインド 牝6鹿 55 江田 照男宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 438－ 41：59．51 137．6�
56 ギブアンドテイク �8栗 57 松岡 正海嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 浦河 昭和牧場 476＋ 2 〃 クビ 253．7�
55 コスモナインボール 牡7鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 490＋ 8 〃 アタマ 351．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 114，790，300円 複勝： 147，594，500円 枠連： 46，003，600円
馬連： 279，783，400円 馬単： 135，631，400円 ワイド： 155，308，000円
3連複： 400，412，700円 3連単： 750，872，800円 計： 2，030，396，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 400円 � 200円 枠 連（2－8） 2，020円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 820円 �� 340円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 4，430円 3 連 単 ��� 19，130円

票 数

単勝票数 計1147903 的中 � 499632（1番人気）
複勝票数 計1475945 的中 � 593155（1番人気）� 55253（7番人気）� 150218（3番人気）
枠連票数 計 460036 的中 （2－8） 17623（9番人気）
馬連票数 計2797834 的中 �� 81924（10番人気）
馬単票数 計1356314 的中 �� 31660（12番人気）
ワイド票数 計1553080 的中 �� 46880（10番人気）�� 129916（2番人気）�� 16401（21番人気）
3連複票数 計4004127 的中 ��� 67777（17番人気）
3連単票数 計7508728 的中 ��� 28455（64番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．0―47．2―58．8―1：10．8―1：22．8―1：34．5―1：46．1

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

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

勝馬の
紹 介

ブレステイキング �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Medicean デビュー 2017．11．26 東京6着

2015．4．12生 牡4鹿 母 シ ユ ー マ 母母 Sichilla 10戦4勝 賞金 71，852，000円

25036 9月14日 曇 良 （1中山4） 第3日 第12競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走16時25分 （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�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
1：44．9
1：43．9

良
良

57 ミディオーサ 牝3鹿 52 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492± 01：47．7 3．7�
34 ルイジアナママ 牝3青鹿52 大野 拓弥稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 446＋ 41：48．01� 2．4�
711 キ タ イ 牝3鹿 52 戸崎 圭太西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 488＋141：48．21� 11．1�
610 ブライティアセルバ 牝3黒鹿 52

49 ▲菅原 明良小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 426－ 2 〃 ハナ 23．0�
814 ショウナンバビアナ 牝3青鹿52 吉田 豊国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 476－ 41：48．41� 5．1�
813 イタリアンホワイト 牝5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 520＋181：48．5� 20．9	
69 コトブキスフェール 牝3鹿 52 伊藤 工真尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 下屋敷牧場 426± 0 〃 アタマ 48．2

45 ジューンバラード 牝3青鹿52 武士沢友治吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 432－ 2 〃 クビ 136．7�
712 シャワークライム 牝3黒鹿52 木幡 巧也吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 434＋ 21：48．6クビ 13．9�
58 ショウナンハルラ 牝3鹿 52

49 ▲藤田菜七子国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 森永 聡 414± 0 〃 クビ 20．9
11 サンデースクール 牝3鹿 52

51 ☆野中悠太郎ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440＋ 21：48．81� 60．7�

22 ニシノプレジール 牝3鹿 52
51 ☆武藤 雅西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 418－ 61：48．9� 47．6�

46 シバノテンショウ 牝3栗 52
51 ☆菊沢 一樹柴 一男氏 菊沢 隆徳 新冠 パカパカ

ファーム 476＋ 81：49．11� 128．8�
33 スリーオーラ 牝3芦 52 的場 勇人永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 428－ 21：50．48 320．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 75，026，500円 複勝： 99，575，400円 枠連： 39，076，800円
馬連： 161，216，800円 馬単： 68，476，700円 ワイド： 112，822，800円
3連複： 255，460，200円 3連単： 347，163，300円 計： 1，158，818，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 120円 � 220円 枠 連（3－5） 500円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 310円 �� 710円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 8，530円

票 数

単勝票数 計 750265 的中 � 161409（2番人気）
複勝票数 計 995754 的中 � 130468（3番人気）� 273577（1番人気）� 93749（4番人気）
枠連票数 計 390768 的中 （3－5） 60055（1番人気）
馬連票数 計1612168 的中 �� 212901（1番人気）
馬単票数 計 684767 的中 �� 41196（3番人気）
ワイド票数 計1128228 的中 �� 99722（2番人気）�� 37383（8番人気）�� 65348（3番人気）
3連複票数 計2554602 的中 ��� 115286（2番人気）
3連単票数 計3471633 的中 ��� 29481（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．5―36．1―48．4―1：00．5―1：12．8―1：24．6―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．9
1
3
11（7，10）（4，14）（5，9）（1，12）（8，6，13）3－2
11－（7，10）14（4，13）（9，12）（5，6，8）（1，3）－2

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

勝馬の
紹 介

ミディオーサ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pulpit デビュー 2018．6．23 東京2着

2016．4．8生 牝3鹿 母 ミスエーニョ 母母 Madcap Escapade 6戦2勝 賞金 15，300，000円



（1中山4）第3日 9月14日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 163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

190，920，000円
5，180，000円
26，360，000円
1，240，000円
21，060，000円
68，230，500円
4，212，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
610，265，300円
836，048，400円
261，333，800円
1，196，057，100円
582，750，300円
795，912，200円
1，721，144，200円
2，600，421，000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 8，603，932，300円

総入場人員 18，407名 （有料入場人員 16，464名）
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