
25037 9月15日 晴 良 （1中山4） 第4日 第1競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時10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

33 コバルトウィング 牡2芦 54 三浦 皇成 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 498－161：55．9 1．4�
11 ピ オ ノ ノ 牡2黒鹿54 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 安平 ノーザンファーム 486－ 61：56．85 4．5�
811 ドラゴンウォリアー 牡2鹿 54 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 小倉 光博 492－ 41：57．75 30．8�
56 ノーブルライラック 牝2鹿 54 吉田 豊吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー

クスタツド 466＋ 21：59．08 45．2�
67 � マイネルティプトン 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 米 Arturo Vargas &
Eduardo Vargas 474＋ 22：00．27 56．5	

22 フォンテーヌ 牝2青鹿54 武士沢友治島川 
哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム 510＋ 22：00．94 138．1�

44 アルヘンルーラー 牝2鹿 54 丸山 元気菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 有限会社
松田牧場 422－ 42：01．22 184．1�

79 コパノリッチマン 牡2栃栗 54
51 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 手塚 貴久 新ひだか 前谷 武志 504－ 4 〃 ハナ 49．5

710 ヤマタケピースフル 牡2鹿 54
51 ▲菅原 明良山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 畠山牧場 458＋ 42：01．3� 32．1�

55 ニシノカリウド 牡2鹿 54
53 ☆武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 470－102：03．9大差 8．5�

812 ドバウィビクトリー 牡2鹿 54 木幡 初也後藤 英成氏 稲垣 幸雄 日高 長谷部牧場 456＋ 42：04．0クビ 241．0�
68 アイルビーメジャー 牡2栗 54 丹内 祐次岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 450－ 42：04．95 14．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，842，200円 複勝： 111，586，200円 枠連： 13，143，900円
馬連： 61，308，900円 馬単： 39，126，100円 ワイド： 48，455，500円
3連複： 96，757，600円 3連単： 161，055，600円 計： 576，276，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 300円 枠 連（1－3） 310円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 190円 �� 490円 �� 930円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 4，310円

票 数

単勝票数 計 448422 的中 � 239949（1番人気）
複勝票数 計1115862 的中 � 813157（1番人気）� 86088（2番人気）� 23274（5番人気）
枠連票数 計 131439 的中 （1－3） 31909（1番人気）
馬連票数 計 613089 的中 �� 142204（1番人気）
馬単票数 計 391261 的中 �� 58098（1番人気）
ワイド票数 計 484555 的中 �� 82443（1番人気）�� 22810（5番人気）�� 11145（11番人気）
3連複票数 計 967576 的中 ��� 38035（4番人気）
3連単票数 計1610556 的中 ��� 27049（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．5―50．7―1：03．5―1：16．6―1：29．9―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コバルトウィング �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2019．7．28 札幌3着

2017．4．4生 牡2芦 母 レースウィング 母母 レ ー ス 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルヘンルーラー号・コパノリッチマン号・ヤマタケピースフル号・ニシノカリウド号・

ドバウィビクトリー号・アイルビーメジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年
10月15日まで平地競走に出走できない。

25038 9月15日 晴 良 （1中山4） 第4日 第2競走 ��1，200�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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

813 アイオライト 牡2黒鹿 54
53 ☆武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 浦河 南部 功 476＋101：11．9 1．8�

812 ゴラッソゴール 牡2鹿 54
51 ▲菅原 明良東海林貴大氏 武市 康男 新冠 松本 信行 456＋ 21：13．510 43．8�

56 グレートコート 牡2芦 54
51 ▲小林 凌大伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 440＋ 61：13．6� 7．2�

710 シゲルナガレボシ 牝2黒鹿 54
53 ☆菊沢 一樹森中 蕃氏 浅野洋一郎 新冠 大林ファーム 440＋ 21：13．91� 4．7�

44 アルトゥーロ 牡2黒鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 418－ 21：14．22 27．3�
68 ホープブロッサム 牝2栃栗54 津村 明秀松本 秀守氏 池上 昌和 浦河 富田牧場 486 ―1：14．4� 7．1	
57 リュウノブルック 牡2鹿 54 菅原 隆一蓑島 竜一氏 小野 次郎 浦河 宮内牧場 464－ 6 〃 アタマ 21．4

69 コスモピオニール 牡2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 アサヒ牧場 462－ 21：14．82� 99．3�
22 トレンディー 牡2鹿 54 木幡 巧也平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 456－ 41：14．9クビ 124．3�
45 イチゴパフェ 牝2鹿 54 武士沢友治田頭 勇貴氏 星野 忍 新冠 大栄牧場 436＋141：16．07 163．9
11 キリシマダイオウ 牡2栗 54 黛 弘人西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 466＋ 21：16．21� 103．7�
33 モ ッ チ リ 牡2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 502＋121：16．3� 254．2�
711 キタノブラスハット 牡2鹿 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 新冠 北星村田牧場 464－ 21：16．4� 77．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 33，834，700円 複勝： 43，387，900円 枠連： 11，292，300円
馬連： 52，153，000円 馬単： 30，753，900円 ワイド： 38，339，300円
3連複： 80，412，900円 3連単： 126，948，200円 計： 417，122，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 490円 � 180円 枠 連（8－8） 2，170円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 900円 �� 300円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ��� 17，970円

票 数

単勝票数 計 338347 的中 � 153916（1番人気）
複勝票数 計 433879 的中 � 190846（1番人気）� 11804（7番人気）� 46632（3番人気）
枠連票数 計 112923 的中 （8－8） 4027（8番人気）
馬連票数 計 521530 的中 �� 14237（9番人気）
馬単票数 計 307539 的中 �� 6262（13番人気）
ワイド票数 計 383393 的中 �� 10324（11番人気）�� 37897（2番人気）�� 4612（19番人気）
3連複票数 計 804129 的中 ��� 13160（15番人気）
3連単票数 計1269482 的中 ��� 5119（52番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．6―12．3―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．7―47．0―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイオライト �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2019．6．16 函館4着

2017．3．13生 牡2黒鹿 母 ステラアクトレス 母母 カムイイットー 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走状況〕 キタノブラスハット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キリシマダイオウ号・キタノブラスハット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元

年10月15日まで平地競走に出走できない。
イチゴパフェ号・モッチリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月15日ま
で平地競走に出走できない。

※ホープブロッサム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

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15日 晴 良 （1中山4） 第4日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11時10分 （芝・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
1：46．4
1：45．6

良
良

712 ジェラペッシュ 牝2鹿 54 吉田 豊柴田 洋一氏 尾関 知人 浦河 鎌田 正嗣 442－101：49．5 2．8�
815 ワスカランテソーロ 牡2栗 54

53 ☆野中悠太郎了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 嶋田牧場 488± 01：49．71� 3．7�

23 ヴィアメント 牡2栗 54 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 480－ 21：49．8� 3．6�
46 コスモレペティール 牝2黒鹿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 438± 01：50．11� 48．4�
814 マイネルミンドール 牡2芦 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 8 〃 クビ 14．6	
34 アイブランコ 牡2栗 54

53 ☆菊沢 一樹井上 勇人氏 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 476－ 41：50．2� 18．4


35 ウインクランベリー 牝2栗 54 松岡 正海�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 398＋ 21：50．3� 111．0�
22 マイネルシエル 牡2青 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 500＋ 4 〃 ハナ 51．8�
11 オンリーワンボーイ 牡2青鹿 54

53 ☆武藤 雅金山 克己氏 斎藤 誠 新冠 ムラカミファーム 442＋ 81：50．61� 51．7
611 イ ン プ ル ソ 牡2鹿 54 黛 弘人 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新ひだか 三木田 明仁 462＋ 41：50．7� 24．9�
58 マ イ ヤ ン 牡2鹿 54 津村 明秀 IRレーシング 加藤士津八 日高 新井 弘幸 446＋ 21：50．8� 126．5�
610 フォーハンズプレイ 牡2黒鹿 54

51 ▲菅原 明良松嶋 良治氏 武井 亮 むかわ 上水牧場 446＋ 21：50．9� 67．4�
47 オニンギョウサン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 434－ 41：51．0� 58．1�
59 レストレーション 牡2黒鹿54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 池上 昌和 新冠 石田牧場 486± 01：51．53 292．6�
713 フローラルオーク 牝2芦 54

51 ▲藤田菜七子髙橋 正雄氏 伊藤 大士 新ひだか 今 牧場 408± 01：52．03 101．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，231，800円 複勝： 44，496，900円 枠連： 14，708，400円
馬連： 67，137，700円 馬単： 30，581，300円 ワイド： 48，790，300円
3連複： 100，927，600円 3連単： 122，168，800円 計： 462，042，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 120円 � 120円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 190円 �� 260円 �� 250円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 2，330円

票 数

単勝票数 計 332318 的中 � 98442（1番人気）
複勝票数 計 444969 的中 � 97874（2番人気）� 103554（1番人気）� 85457（3番人気）
枠連票数 計 147084 的中 （7－8） 27960（1番人気）
馬連票数 計 671377 的中 �� 112968（1番人気）
馬単票数 計 305813 的中 �� 27321（1番人気）
ワイド票数 計 487903 的中 �� 70832（1番人気）�� 45203（3番人気）�� 47699（2番人気）
3連複票数 計1009276 的中 ��� 141792（1番人気）
3連単票数 計1221688 的中 ��� 37885（1番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―12．2―12．6―12．2―12．1―11．7―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―37．3―49．9―1：02．1―1：14．2―1：25．9―1：37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジェラペッシュ �
�
父 ワールドエース �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2019．7．6 福島2着

2017．3．5生 牝2鹿 母 ピーチフィズ 母母 プリンセスレビュー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※インプルソ号は，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15日 晴 良 （1中山4） 第4日 第4競走 ��1，200�2歳新馬
発走11時40分 （芝・右・外）

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
1：07．8
1：07．8

良
良

34 ア ポ ロ ニ ケ 牝2鹿 54 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡野牧場 458 ―1：09．5 4．4�
713 クイックレス 牝2黒鹿54 三浦 皇成中村 祐子氏 中舘 英二 新冠 村田牧場 454 ―1：09．6� 7．1�
22 ミツカネショコラ 牝2黒鹿54 武士沢友治小山田 満氏 清水 英克 平取 川向高橋育

成牧場 408 ―1：10．13 50．5�
814 ファクタークニアキ 牡2黒鹿54 吉田 豊高橋 宏弥氏 土田 稔 浦河 ガーベラパー

クスタツド 456 ―1：10．52� 6．2�
47 ロマンスピネル 牝2鹿 54 柴田 善臣菅 實氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 432 ―1：10．6� 14．0�
35 リッチクレマチス 牝2青 54

51 ▲山田 敬士長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 北星村田牧場 440 ― 〃 アタマ 12．6�
58 リオマッジョーレ 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 竹内 正洋 新ひだか 藤沢牧場 436 ―1：10．7� 59．3


11 コーリンマジェリー 牝2青鹿54 石川裕紀人伊藤 恵介氏 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 450 ― 〃 クビ 30．7�
712 ヨ モ ギ 牝2栗 54 田辺 裕信岡本 真二氏 伊藤 圭三 浦河 山田牧場 422 ― 〃 同着 5．2�
815 ダイチヴィット 牡2芦 54 江田 照男 荻伏服部牧場 竹内 正洋 浦河 荻伏服部牧場 430 ― 〃 クビ 67．4�
611 リトルウィジー 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 ラツキー牧場 400 ―1：11．23 25．2�
610 カイトガイア 牝2鹿 54

51 ▲菅原 明良本田 恒雄氏 武市 康男 浦河 栄進牧場 456 ―1：11．51� 7．1�
46 フレンドワールド 牝2鹿 54 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 中村 雅明 442 ―1：11．71� 110．9�
23 ニシノジェイピー 牡2黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 428 ―1：12．12� 30．4�
59 ユアオーダー 牝2青鹿54 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 松永 康利 新ひだか 前谷 武志 452 ―1：12．74 82．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，448，600円 複勝： 39，448，500円 枠連： 20，042，600円
馬連： 62，023，600円 馬単： 27，866，900円 ワイド： 45，331，300円
3連複： 90，509，300円 3連単： 103，581，900円 計： 422，252，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 240円 � 1，070円 枠 連（3－7） 580円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 680円 �� 3，160円 �� 5，540円

3 連 複 ��� 25，550円 3 連 単 ��� 92，710円

票 数

単勝票数 計 334486 的中 � 62722（1番人気）
複勝票数 計 394485 的中 � 77193（1番人気）� 43103（5番人気）� 7167（11番人気）
枠連票数 計 200426 的中 （3－7） 26705（1番人気）
馬連票数 計 620236 的中 �� 30956（3番人気）
馬単票数 計 278669 的中 �� 7620（3番人気）
ワイド票数 計 453313 的中 �� 18173（4番人気）�� 3593（36番人気）�� 2028（54番人気）
3連複票数 計 905093 的中 ��� 2656（82番人気）
3連単票数 計1035819 的中 ��� 810（298番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．3―11．7―11．8―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ポ ロ ニ ケ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 Cozzene 初出走

2017．5．10生 牝2鹿 母 サンレイククイン 母母 レイクワース 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 ランテーナモア号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 インテレット号・サントマリー号・ゼンダンロマン号・テルミーユアラヴ号・トーセンウエーブ号・

ファールカルテ号・ブルーパー号・ユールファーナ号



25041 9月15日 晴 良 （1中山4） 第4日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時30分 （芝・右・外）

牝；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

48 ショウナンハレルヤ 牝2鹿 54 三浦 皇成国本 哲秀氏 矢野 英一 新冠 森永 聡 462 ―1：38．6 2．2�
713 ジュエルタワー 牝2黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440 ―1：38．81� 3．6�
35 ヒガシヴァルキリー 牝2青鹿 54

53 ☆武藤 雅�ヤナガワ牧場 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 410 ―1：39．11� 21．4�
12 デイトライン 牝2栗 54 石橋 脩 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 434 ―1：39．2クビ 5．5�
23 バ イ カ ル 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 新冠 ムラカミファーム 452 ―1：39．52 49．0�
24 ムーンフェアリー 牝2栗 54 丹内 祐次村山 卓也氏 岩戸 孝樹 浦河 高村牧場 444 ―1：39．6クビ 28．1	
510 コ コ ニ ア ル 牝2栗 54 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436 ―1：39．7� 25．2

714 ブラックヴァローナ 牝2栗 54

51 ▲大塚 海渡黒澤 尚氏 林 徹 日高 Wing Farm 420 ― 〃 クビ 82．6�
815 ザ ビ ー チ 牝2黒鹿54 田中 勝春田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 B456 ―1：39．8� 36．5�
47 モンテスデラルーナ 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子窪田 康志氏 加藤士津八 新ひだか 千代田牧場 464 ―1：39．9� 38．3
612 ピュアフライト 牝2鹿 54 武士沢友治�ターフ・スポート高市 圭二 浦河 大北牧場 490 ― 〃 アタマ 28．1�
36 ゲンパチノーブル 牝2芦 54 木幡 巧也平野 武志氏 青木 孝文 新ひだか 前川 勝春 442 ―1：40．32� 105．6�
11 シ ベ ー レ ス 牝2鹿 54 松岡 正海柳 裕一郎氏 中舘 英二 新ひだか 前田ファーム 448 ―1：40．83 74．1�
611 ゼンダンスネーク 牝2青鹿54 吉田 豊渡邊 善男氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 466 ―1：41．01� 265．2�
59 キタノマナザシ 牝2青鹿 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか 見上牧場 464 ―1：41．21� 217．3�
816 シンキングアイル 牝2栗 54

51 ▲菅原 明良佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 462 ―1：43．8大差 123．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，011，400円 複勝： 39，720，600円 枠連： 16，922，000円
馬連： 64，698，600円 馬単： 32，496，400円 ワイド： 46，631，500円
3連複： 91，433，900円 3連単： 115，561，400円 計： 444，475，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 140円 � 290円 枠 連（4－7） 370円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 210円 �� 580円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 4，780円

票 数

単勝票数 計 370114 的中 � 139991（1番人気）
複勝票数 計 397206 的中 � 128944（1番人気）� 70489（2番人気）� 21589（5番人気）
枠連票数 計 169220 的中 （4－7） 35179（1番人気）
馬連票数 計 646986 的中 �� 124371（1番人気）
馬単票数 計 324964 的中 �� 36729（1番人気）
ワイド票数 計 466315 的中 �� 69334（1番人気）�� 18590（4番人気）�� 12173（9番人気）
3連複票数 計 914339 的中 ��� 37757（3番人気）
3連単票数 計1155614 的中 ��� 17499（5番人気）

ハロンタイム 12．7―12．5―13．2―13．1―12．9―11．8―11．2―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―25．2―38．4―51．5―1：04．4―1：16．2―1：27．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

ショウナンハレルヤ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2017．2．9生 牝2鹿 母 ショウナンガーデン 母母 キューピッズハート 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンキングアイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月15日まで平地

競走に出走できない。

25042 9月15日 晴 良 （1中山4） 第4日 第6競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13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 ブルーハワイアン 牝4栗 55 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 464－ 61：11．0 28．8�
34 アポロチーター 牡3栗 55 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 516± 01：11．21� 1．7�
815 ステイホット 牝3栗 53

50 ▲藤田菜七子小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 464－ 61：11．3� 8．5�
22 ウ メ タ ロ ウ 牡4黒鹿57 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B484± 01：11．51 30．0�
47 ファムファタル 牝3鹿 53 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 浦河 絵笛牧場 484－ 61：11．6� 4．0	
58 ラ キ ウ ラ 牡3黒鹿55 柴田 大知�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 480± 0 〃 アタマ 81．7

610 プロトイチバンボシ 牡3栗 55 杉原 誠人飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 500＋ 41：11．7クビ 28．8�
11 	 フレンドアリス 牝4栗 55

52 ▲菅原 明良横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 452＋ 2 〃 クビ 68．9�
814	 ヴィーヴルサヴィ 
4鹿 57 黛 弘人ライオンレースホース� 林 徹 千歳 社台ファーム B500－ 4 〃 ハナ 24．0
46 シ ー ク エ ル 牝4芦 55

54 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 新ひだか 岡田スタツド 548＋201：12．23 25．0�

35 	 ラ ン ボ シ 
5鹿 57
56 ☆武藤 雅古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 松田牧場 B488＋ 3 〃 クビ 19．7�

611	 ラブリーアゲン 牝4黒鹿55 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 様似 富田 恭司 456＋ 61：12．3� 263．9�
23 	 スフィーダグリーン 牡5鹿 57 的場 勇人寳寄山拓樹氏 的場 均 新冠 新冠橋本牧場 558－141：12．93� 156．7�
59 ハルシオンデイズ 牡3黒鹿55 松岡 正海ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 61：13．22 27．3�
712 ラブサンキュー 牝3鹿 53

50 ▲山田 敬士増田 陽一氏 星野 忍 日高 奥山 博 460－ 6 （競走中止） 91．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 40，410，300円 複勝： 70，599，900円 枠連： 18，613，100円
馬連： 78，131，000円 馬単： 43，610，800円 ワイド： 59，334，200円
3連複： 115，390，200円 3連単： 156，758，000円 計： 582，847，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，880円 複 勝 � 550円 � 110円 � 240円 枠 連（3－7） 1，630円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 7，640円

ワ イ ド �� 990円 �� 2，560円 �� 400円

3 連 複 ��� 5，730円 3 連 単 ��� 63，340円

票 数

単勝票数 計 404103 的中 � 11208（9番人気）
複勝票数 計 705999 的中 � 17204（10番人気）� 333330（1番人気）� 48879（3番人気）
枠連票数 計 186131 的中 （3－7） 8808（7番人気）
馬連票数 計 781310 的中 �� 24586（10番人気）
馬単票数 計 436108 的中 �� 4276（24番人気）
ワイド票数 計 593342 的中 �� 15010（12番人気）�� 5500（27番人気）�� 42389（2番人気）
3連複票数 計1153902 的中 ��� 15078（16番人気）
3連単票数 計1567580 的中 ��� 1794（172番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．5―12．1―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．8―45．9―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーハワイアン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．1．21 中山5着

2015．3．8生 牝4栗 母 ココナッツパルム 母母 ココパシオン 10戦2勝 賞金 15，755，000円
〔競走中止〕 ラブサンキュー号は，発走後まもなく前の馬に触れ，転倒したため競走中止。



25043 9月15日 晴 良 （1中山4） 第4日 第7競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時30分 （500万円以下） （ダート・右）
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

711 フィードバック 牡3黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 496＋ 41：54．6 2．1�
56 エンドーツダ 牝3鹿 52

49 ▲藤田菜七子望月 雅博氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム 440＋ 2 〃 クビ 3．5�
57 ショウナンパンサー �3鹿 54 三浦 皇成国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 490± 01：55．34 6．0�
813	 チェリートリトン 牡5芦 57

54 ▲小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 486＋ 41：55．4
 26．4�
710 ワンダーコノシュア 牡3黒鹿54 内田 博幸山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 496＋ 41：55．82
 18．2�
22 スターオブオナー �3栗 54 丸山 元気 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 464－ 61：56．01� 52．5	
45 サ ル ー テ 牡4鹿 57

54 ▲菅原 明良小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 560± 01：56．31
 22．1

33 マイネルレンカ 牡5黒鹿57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 462－ 8 〃 クビ 29．4�
812	 デ ス ト ロ イ 牡5栗 57

54 ▲大塚 海渡諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B500＋ 21：57．15 116．8
44 メ ン デ ィ 牡3鹿 54 大野 拓弥 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 484－ 41：57．52
 7．1�
69 サンウェーコ 牡3鹿 54 原田 和真 �加藤ステーブル 根本 康広 日高 ノースガーデン 476－101：58．24 395．7�
68 	 ブレイクエース 牡7鹿 57

56 ☆菊沢 一樹 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 518＋ 2 〃 アタマ 209．8�

11 	 フッカツノノロシ 牡6黒鹿 57
54 ▲山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 508＋ 4 〃 ハナ 316．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 50，656，200円 複勝： 62，617，600円 枠連： 23，545，800円
馬連： 97，078，100円 馬単： 47，935，700円 ワイド： 64，171，000円
3連複： 133，563，500円 3連単： 185，810，500円 計： 665，378，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（5－7） 260円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 270円 �� 260円 �� 360円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 3，310円

票 数

単勝票数 計 506562 的中 � 184208（1番人気）
複勝票数 計 626176 的中 � 174118（1番人気）� 118126（2番人気）� 86722（4番人気）
枠連票数 計 235458 的中 （5－7） 69377（1番人気）
馬連票数 計 970781 的中 �� 124329（2番人気）
馬単票数 計 479357 的中 �� 34831（2番人気）
ワイド票数 計 641710 的中 �� 62174（2番人気）�� 66195（1番人気）�� 42998（4番人気）
3連複票数 計1335635 的中 ��� 124408（1番人気）
3連単票数 計1858105 的中 ��� 40631（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―38．2―51．6―1：03．9―1：16．3―1：28．6―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィードバック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2019．2．3 東京1着

2016．5．12生 牡3黒鹿 母 エンドレスビジネス 母母 ベンチャービジネス 3戦2勝 賞金 16，400，000円

25044 9月15日 曇 良 （1中山4） 第4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）

牝；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

58 マローネメタリコ 牝4栗 55 北村 宏司柏瀬金之介氏 萩原 清 新ひだか ウエスタンファーム 510－ 61：11．4 4．5�
69 クリスタルアワード 牝3青鹿 53

50 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 452－ 41：11．82� 3．4�

712� サトノアルテミス 牝4黒鹿55 柴田 善臣 �サトミホースカンパニー 田中 剛 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：11．9� 12．9�
814 シアトルトウショウ 牝4青鹿55 岩部 純二トウショウ産業� 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 476＋ 61：12．0� 17．0�
57 ス ズ ノ ウ メ 牝3鹿 53 三浦 皇成小紫惠美子氏 深山 雅史 平取 清水牧場 474＋10 〃 アタマ 18．6�
813 サリーバランセ 牝3栗 53 津村 明秀黒須不二男氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 468＋ 21：12．2� 5．3	
610 ジョイズエターナル 牝4鹿 55

54 ☆武藤 雅岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか タガミファーム 496＋241：12．41	 69．9

34 レディグレイ 牝3黒鹿53 内田 博幸 �キャロットファーム 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 6 〃 クビ 8．6�
711� ベ ル ペ ス カ 牝4鹿 55 江田 照男山田信太郎氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 486－ 81：12．5� 33．3
45 � ゴールデンビコー 牝4鹿 55

54 ☆野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 日高 鹿戸 正幸 436＋ 81：12．6� 99．7�
11 ハナブショウ 牝3鹿 53 木幡 巧也河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 448－ 61：12．7� 10．8�
22 ダウンタウンプリマ 牝3栗 53 大野 拓弥林 正道氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 466＋101：12．8クビ 56．4�
33 ラブユーミー 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 502＋ 4 〃 クビ 13．9�
46 アッシャムス 牝3鹿 53 松岡 正海�桑田牧場 武井 亮 浦河 桑田牧場 478－ 21：13．54 97．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，160，400円 複勝： 60，869，900円 枠連： 24，985，400円
馬連： 105，204，500円 馬単： 44，045，500円 ワイド： 71，043，200円
3連複： 147，100，500円 3連単： 167，347，600円 計： 666，757，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 160円 � 300円 枠 連（5－6） 890円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 590円 �� 880円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 5，080円 3 連 単 ��� 21，740円

票 数

単勝票数 計 461604 的中 � 81649（2番人気）
複勝票数 計 608699 的中 � 78044（3番人気）� 120960（1番人気）� 43254（6番人気）
枠連票数 計 249854 的中 （5－6） 21740（2番人気）
馬連票数 計1052045 的中 �� 60832（2番人気）
馬単票数 計 440455 的中 �� 12462（5番人気）
ワイド票数 計 710432 的中 �� 32007（3番人気）�� 20623（8番人気）�� 14807（19番人気）
3連複票数 計1471005 的中 ��� 21693（14番人気）
3連単票数 計1673476 的中 ��� 5580（44番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―12．2―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．8―46．0―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マローネメタリコ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2018．3．31 中山1着

2015．4．13生 牝4栗 母 ウエスタンダンサー 母母 ウエスタンローズ 8戦2勝 賞金 18，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



25045 9月15日 曇 良 （1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）

3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

44 ウィナーポイント 牝4黒鹿55 横山 典弘岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 424＋ 61：59．1 5．7�
33 ブラッドストーン 牡3黒鹿54 吉田 豊加藤 徹氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 480＋ 61：59．2� 2．8�
55 ウォルフズハウル 牡3黒鹿54 石橋 脩ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 61：59．41� 3．5�
22 フィデリオグリーン 牡3鹿 54 野中悠太郎斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 490－ 41：59．61� 8．6�
11 マイネルエキサイト 牡3青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新ひだか 坂本 春雄 478＋ 6 〃 ハナ 51．2�
77 ダイシンクイント 牡5黒鹿57 田中 勝春大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 470－ 42：00．23� 16．2	
89 	 クリノオスマン 
5栗 57 宮崎 北斗栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 446－ 42：00．41� 7．7

88 ツクバソヴァール 牡3黒鹿54 大野 拓弥細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 B464－ 62：00．61� 10．0�
66 ナ ミ ブ 牡3鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 22：00．7� 50．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 40，293，300円 複勝： 48，194，100円 枠連： 16，053，500円
馬連： 92，642，400円 馬単： 43，773，900円 ワイド： 54，635，300円
3連複： 118，076，500円 3連単： 194，728，900円 計： 608，397，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 160円 � 120円 � 140円 枠 連（3－4） 900円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 280円 �� 390円 �� 210円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 6，370円

票 数

単勝票数 計 402933 的中 � 55679（3番人気）
複勝票数 計 481941 的中 � 66513（3番人気）� 117603（1番人気）� 88999（2番人気）
枠連票数 計 160535 的中 （3－4） 13673（4番人気）
馬連票数 計 926424 的中 �� 85182（2番人気）
馬単票数 計 437739 的中 �� 16428（7番人気）
ワイド票数 計 546353 的中 �� 48743（2番人気）�� 32040（4番人気）�� 72304（1番人気）
3連複票数 計1180765 的中 ��� 101907（1番人気）
3連単票数 計1947289 的中 ��� 22154（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．7―47．2―59．2―1：11．1―1：23．0―1：34．6―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．1
1
3
3－（5，6）7（1，8）－2－9，4
3－（5，6）7（1，8）（2，9）4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウィナーポイント �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2017．9．17 中山7着

2015．2．22生 牝4黒鹿 母 メイクデュース 母母 セカンドサービス 16戦2勝 賞金 25，250，000円
※ブラッドストーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

25046 9月15日 曇 良 （1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，2勝クラス（1000万円以下）；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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

48 � マリアズハート 牝3鹿 53 大野 拓弥 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 米 Sally J.

Andersen 494＋ 41：07．8 3．5�
815 シセイタイガ 牡3青鹿55 三浦 皇成猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム 446＋ 61：07．9	 4．9�
24 マーマレードガール 牝3黒鹿53 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 滝本 健二 458－ 6 〃 クビ 22．9�
714 ディアサルファー 牝4栗 55 田辺 裕信ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 488＋ 41：08．0クビ 19．0�
11 ショウナンマッシブ 牡5鹿 57 吉田 豊国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 474± 0 〃 アタマ 19．6	
47 ムスコローソ 牡4栗 57 武藤 雅落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 ハナ 18．6

713 サラデコラシオン 牝5栗 55 津村 明秀川崎 賢二氏 岩戸 孝樹 新冠 前川 隆範 452＋ 41：08．1クビ 82．3�
23 スマートシャヒーン 牡5芦 57 石橋 脩大川 徹氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 484＋10 〃 クビ 48．7�
510 ピ ナ ク ル ズ 
6黒鹿57 江田 照男ライオンレースホース� 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 500＋ 4 〃 アタマ 190．9
36 マ リ エ ラ 牡6鹿 57 石川裕紀人栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 516＋ 21：08．2クビ 55．6�
612 フ ナ ウ タ 牝5栗 55 丸山 元気谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B468＋ 2 〃 クビ 20．9�
12 マイネルアルケミー 牡3栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 456－ 61：08．3クビ 8．8�
35 ウ ィ ズ 牡4鹿 57 北村 宏司 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 484＋ 2 〃 ハナ 14．8�
611 イサチルルンルン 牝4鹿 55 松岡 正海小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 B452－ 61：08．51� 14．4�
816 ナーゲルリング 牝3黒鹿53 野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 浦河 浦河小林牧場 466＋161：08．71� 120．8�
59 シグナライズ 牝4鹿 55 M．デムーロ �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 484－ 21：09．12	 4．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，506，700円 複勝： 85，111，500円 枠連： 41，870，100円
馬連： 176，463，300円 馬単： 65，627，500円 ワイド： 107，642，700円
3連複： 261，037，200円 3連単： 302，333，800円 計： 1，096，592，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 170円 � 520円 枠 連（4－8） 740円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，870円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 7，270円 3 連 単 ��� 26，510円

票 数

単勝票数 計 565067 的中 � 125715（1番人気）
複勝票数 計 851115 的中 � 159008（1番人気）� 144427（2番人気）� 31032（11番人気）
枠連票数 計 418701 的中 （4－8） 43565（1番人気）
馬連票数 計1764633 的中 �� 142824（1番人気）
馬単票数 計 656275 的中 �� 28546（1番人気）
ワイド票数 計1076427 的中 �� 83257（1番人気）�� 13871（24番人気）�� 11606（32番人気）
3連複票数 計2610372 的中 ��� 26917（18番人気）
3連単票数 計3023338 的中 ��� 8266（46番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―10．8―11．1―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．4―44．5―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マリアズハート �
�
父 Shanghai Bobby �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2019．1．14 中山1着

2016．5．9生 牝3鹿 母 Maria’s Dance 母母 Ransom Dance 5戦3勝 賞金 32，408，000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。
（非抽選馬） 5頭 アーヒラ号・イノバティブ号・ダノンハイパワー号・ドウディ号・ファド号

１レース目 ３レース目



25047 9月15日 曇 良 （1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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

66 ローズプリンスダム 牡5青鹿56 M．デムーロ岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 登別 ユートピア牧場 B470－ 21：53．0 5．6�
22 	 ク ロ ス ケ 牡4青鹿56 北村 宏司助川 啓一氏 水野 貴広 新冠 大狩部牧場 458＋ 61：53．32 23．8�
811
 スウィングビート 牡4鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース加藤 征弘 米 Shadai Farm 492± 0 〃 アタマ 3．1�
55 カ ゼ ノ コ 牡8鹿 57 津村 明秀�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 B464＋12 〃 ハナ 13．7�
79 ハイランドピーク 牡5青鹿58 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 458－ 61：53．4クビ 4．5	
33 	 リテラルフォース 牡5黒鹿56 内田 博幸村上 稔氏 高柳 大輔 登別 ユートピア牧場 514－ 21：54．03� 8．3

44 マイネルバサラ 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 476± 01：54．1 19．2�
67 ブラックバゴ 牡7黒鹿57 大野 拓弥 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 518－ 41：54．41 28．4
78 リーゼントロック 牡8黒鹿57 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 512－161：54．82� 59．1�
11 フェニックスマーク 牡5鹿 56 横山 典弘伊東 純一氏 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 554－ 41：55．33 5．8�
810 ミライヘノツバサ 牡6芦 56 木幡 巧也三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 498－ 41：56．25 41．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 96，408，900円 複勝： 117，505，600円 枠連： 49，365，800円 馬連： 322，487，000円 馬単： 120，051，100円
ワイド： 157，029，000円 3連複： 463，860，700円 3連単： 677，907，600円 5重勝： 496，887，700円 計： 2，501，503，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 460円 � 140円 枠 連（2－6） 4，640円

馬 連 �� 5，510円 馬 単 �� 8，410円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 460円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 5，700円 3 連 単 ��� 39，680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����� 128，870円

票 数

単勝票数 計 964089 的中 � 136178（3番人気）
複勝票数 計1175056 的中 � 154950（3番人気）� 48666（8番人気）� 271886（1番人気）
枠連票数 計 493658 的中 （2－6） 8229（18番人気）
馬連票数 計3224870 的中 �� 45324（21番人気）
馬単票数 計1200511 的中 �� 10698（34番人気）
ワイド票数 計1570290 的中 �� 24148（24番人気）�� 95378（3番人気）�� 33980（17番人気）
3連複票数 計4638607 的中 ��� 60934（20番人気）
3連単票数 計6779076 的中 ��� 12385（144番人気）
5重勝票数 計4968877 的中 ����� 2699

ハロンタイム 12．8―11．8―13．2―13．3―12．5―11．5―12．1―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．8―51．1―1：03．6―1：15．1―1：27．2―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ローズプリンスダム �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．10．15 東京1着

2014．3．10生 牡5青鹿 母 クリスチャンパール 母母 クラクエンレディー 20戦5勝 賞金 118，358，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔制裁〕 カゼノコ号の騎手津村明秀は，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。

25048 9月15日 曇 良 （1中山4） 第4日 第12競走 ��1，200�3歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）（1000万円以下）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

12 ヴィルトファン 牝3黒鹿 53
52 ☆武藤 雅 �カナヤマホール

ディングス 高柳 瑞樹 平取 赤石牧場 512＋ 41：10．5 17．0�
35 ヒ イ ナ ヅ キ 牝3栗 53 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 460－ 21：10．71 14．5�
23 シ ス ル 牝4青 55 木幡 巧也中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 500＋101：10．8� 36．4�
816 アロハブリーズ 牝3栗 53 三浦 皇成�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 468＋ 2 〃 クビ 4．1�
611 ポップシンガー 牝5鹿 55 勝浦 正樹村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 454－ 21：10．9クビ 22．8	
713 ハ ル サ カ エ 牝3鹿 53

50 ▲藤田菜七子齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 492＋ 21：11．21� 6．4

11 ミスズマンボ 牝6青鹿 55

52 ▲菅原 明良永井 啓弍氏 安田 翔伍 新ひだか グランド牧場 444－ 6 〃 クビ 70．1�
714 アルマユディト 牝4黒鹿55 武士沢友治コウトミックレーシング 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 484＋ 8 〃 アタマ 48．8�
59 � スズカユース 牝3栗 53

52 ☆菊沢 一樹永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 448－ 21：11．51� 15．7
510 ウ ラ ガ ー ノ 牝5青鹿55 石橋 脩藤田 孟司氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム B520＋ 21：11．6� 8．4�
24 サニーストーム 牝3青鹿53 M．デムーロ陳 立文氏 加藤 征弘 新ひだか 土田農場 454＋ 2 〃 クビ 2．4�
612 クリノレオノール 牝5鹿 55

52 ▲山田 敬士栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 456－181：11．7� 499．1�
47 コロニアルスタイル 牝5栗 55 津村 明秀吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 ハナ 51．3�
48 キョウエイソフィア 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 452－ 61：11．91	 282．6�
36 ジュンドリーム 牝4鹿 55 丸田 恭介河合 純二氏 西村 真幸 浦河 小島牧場 480－ 6 〃 ハナ 302．1�
815 エトワールブリエ 牝4黒鹿 55

54 ☆野中悠太郎 �ロードホースクラブ 田中 博康 新ひだか ケイアイファーム B432－ 21：13．28 112．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 97，892，300円 複勝： 129，172，900円 枠連： 48，182，100円
馬連： 220，518，900円 馬単： 92，722，600円 ワイド： 148，451，000円
3連複： 342，125，700円 3連単： 458，694，500円 計： 1，537，760，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 510円 � 540円 � 710円 枠 連（1－3） 5，520円

馬 連 �� 9，690円 馬 単 �� 20，210円

ワ イ ド �� 2，740円 �� 4，230円 �� 3，440円

3 連 複 ��� 42，850円 3 連 単 ��� 264，140円

票 数

単勝票数 計 978923 的中 � 45882（7番人気）
複勝票数 計1291729 的中 � 68956（6番人気）� 63905（8番人気）� 46939（9番人気）
枠連票数 計 481821 的中 （1－3） 6761（20番人気）
馬連票数 計2205189 的中 �� 17619（30番人気）
馬単票数 計 927226 的中 �� 3440（57番人気）
ワイド票数 計1484510 的中 �� 14027（30番人気）�� 9004（44番人気）�� 11135（36番人気）
3連複票数 計3421257 的中 ��� 5987（113番人気）
3連単票数 計4586945 的中 ��� 1259（650番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．6―11．6―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．8―45．4―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィルトファン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．12．9 中山4着

2016．4．23生 牝3黒鹿 母 ワイルドフェイス 母母 カラズアリア 6戦3勝 賞金 24，600，000円
〔制裁〕 サニーストーム号の騎手M．デムーロは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15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 ニシノウララ号

５レース目



（1中山4）第4日 9月15日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165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

209，550，000円
2，570，000円
25，470，000円
1，220，000円
22，070，000円
67，582，500円
4，290，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
610，696，800円
852，711，600円
298，725，000円
1，399，847，000円
618，591，700円
889，854，300円
2，041，195，600円
2，772，896，800円
496，887，700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 9，981，406，500円

総入場人員 25，285名 （有料入場人員 22，896名）
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