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25013 9月11日 曇 稍重 （28中山4）第2日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時10分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

611 ポ ン ポ ン 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ハクツ牧場 424－121：09．7 4．8�
23 ガッテンパートナー 牡2栗 54 吉田 豊大島 芳子氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 444± 01：09．8� 15．7�
35 エ マ ー ブ ル 牝2栗 54

51 ▲菊沢 一樹�ミルファーム 伊藤 伸一 新冠 長浜 秀昭 398－ 41：09．9� 6．9�
24 インフルエンサー 牡2鹿 54 田辺 裕信中西 功氏 谷原 義明 浦河 中村 雅明 438＋ 81：10．11 24．5�
815 ウ ラ ン ゲ ル 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 410＋ 2 〃 クビ 42．5�
47 マイネルトルペード 牡2栗 54 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 410＋ 61：10．31� 31．0


612 ショウナンアエラ 牡2黒鹿54 戸崎 圭太国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 464－101：10．61� 3．0�
714 マ ッ タ ナ シ 牡2栗 54 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 466－ 4 〃 クビ 54．2�
12 リライアブルアミ 牡2青鹿54 田中 勝春島川 哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 422＋ 81：10．81� 46．8�
510 シルバーストーン 牡2芦 54 西田雄一郎峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 478－ 21：10．9� 121．1�
59 オ ー ル イ ン 牡2鹿 54 吉田 隼人菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 436－ 2 〃 クビ 23．1�
713 セヴンゴシック 牝2栗 54 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 420－161：11．11	 29．6�
816 ラブリーガーデン 牝2黒鹿54 江田 照男田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 長浜 秀昭 432－ 81：14．4大差 348．3�
11 メ リ ー ク ン 牡2鹿 54

51 ▲木幡 巧也ケンレーシング組合 田村 康仁 新ひだか ムーンシェル・インベストメンツ 456＋ 2 （競走中止） 7．1�
36 ユメチョキン 牝2栗 54 津村 明秀上田 忠男氏 浅野洋一郎 新ひだか 中田 浩美 440＋12 （競走中止） 12．8�
48 シ ュ ハ リ 牡2黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人清水 正江氏 池上 昌和 浦河 日進牧場 442± 0 （競走中止） 14．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，873，500円 複勝： 47，374，400円 枠連： 21，879，500円
馬連： 73，315，400円 馬単： 36，121，700円 ワイド： 44，729，300円
3連複： 107，829，300円 3連単： 125，958，100円 計： 486，081，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 300円 � 210円 枠 連（2－6） 890円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 850円 �� 460円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 4，410円 3 連 単 ��� 26，460円

票 数

単勝票数 計 288735 的中 � 47920（2番人気）
複勝票数 計 473744 的中 � 82033（2番人気）� 36125（5番人気）� 57472（3番人気）
枠連票数 計 218795 的中 （2－6） 18885（3番人気）
馬連票数 計 733154 的中 �� 22274（10番人気）
馬単票数 計 361217 的中 �� 6170（15番人気）
ワイド票数 計 447293 的中 �� 13269（8番人気）�� 26326（2番人気）�� 8999（14番人気）
3連複票数 計1078293 的中 ��� 18297（10番人気）
3連単票数 計1259581 的中 ��� 3451（63番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．4―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―46．2―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポ ン ポ ン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2016．6．5 東京5着

2014．3．17生 牝2黒鹿 母 ポ ポ チ ャ ン 母母 ア ト ラ ク ト 5戦1勝 賞金 11，000，000円
〔競走中止〕 シュハリ号は，競走中に疾病〔右第1指関節開放性脱臼〕を発症し，4コーナー手前で転倒したため競走中止。

メリークン号・ユメチョキン号は，4コーナー手前で，転倒した「シュハリ」号に触れ，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 ラブリーガーデン号は，4コーナー手前で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ウイニングムスメ号・シュピールカルテ号・ミコマッシグラ号

25014 9月11日 曇 稍重 （28中山4）第2日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時40分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．4
1：45．9

良
良

58 サトノアレス 牡2黒鹿54 柴山 雄一里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 490－101：50．2 2．2�
712 レッドローゼス 牡2鹿 54 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 468＋ 4 〃 ハナ 3．4�
23 マイネルユニブラン 牡2黒鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 500＋ 81：50．73 4．6�
35 アンティノウス 牡2黒鹿54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 512＋ 81：50．91� 9．0�
59 ロードリベラル 牡2黒鹿54 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 日高 スマイルファーム 420＋10 〃 クビ 47．6	
713 クインズラミントン 牡2鹿 54 大野 拓弥亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 474＋ 41：51．0� 22．7

46 サ ラ ノ ア 牝2黒鹿54 田辺 裕信加藤 光淑氏 小島 茂之 新ひだか 木村 秀則 424－ 2 〃 ハナ 41．6�
34 コスモメソッド 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 488± 01：51．1	 138．1�
11 ハードアタック 牡2黒鹿54 横山 典弘島川 哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 464＋ 21：51．31� 13．8�
611 セイカチトセ 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 452－ 4 〃 クビ 134．7�
22 ジェイケイロマン 牝2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹小谷野次郎氏 菊沢 隆徳 新ひだか 藤川フアーム 480－101：52．04 185．7�
610 アスヘノキボウ 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 大和田 成 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 444－101：52．31� 332．0�
47 ユイノムテキ 牡2鹿 54

51 ▲木幡 巧也由井健太郎氏 黒岩 陽一 新ひだか 萩澤 俊雄 470－ 21：52．51� 155．4�
815 ショウジキモノ 牡2栗 54

52 △伴 啓太小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 462＋ 21：53．13	 418．8�
814 プ ロ セ ッ コ 牝2鹿 54

52 △原田 和真田頭 勇貴氏 土田 稔 日高 神島 芳仁 404＋ 61：53．42 489．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，666，200円 複勝： 48，645，000円 枠連： 16，315，800円
馬連： 68，057，300円 馬単： 40，990，700円 ワイド： 39，723，400円
3連複： 94，582，000円 3連単： 151，374，400円 計： 493，354，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（5－7） 320円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 170円 �� 190円 �� 240円

3 連 複 ��� 360円 3 連 単 ��� 1，590円

票 数

単勝票数 計 336662 的中 � 117949（1番人気）
複勝票数 計 486450 的中 � 183345（1番人気）� 86742（2番人気）� 75258（3番人気）
枠連票数 計 163158 的中 （5－7） 38887（1番人気）
馬連票数 計 680573 的中 �� 146901（1番人気）
馬単票数 計 409907 的中 �� 46532（1番人気）
ワイド票数 計 397234 的中 �� 63842（1番人気）�� 53214（2番人気）�� 38114（3番人気）
3連複票数 計 945820 的中 ��� 191774（1番人気）
3連単票数 計1513744 的中 ��� 68655（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．9―50．3―1：02．9―1：15．0―1：26．9―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノアレス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill デビュー 2016．8．14 札幌2着

2014．2．25生 牡2黒鹿 母 サトノアマゾネス 母母 Prawn Cocktail 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時50分に変更。
〔騎手変更〕 ロードリベラル号の騎手石川裕紀人は，第1競走での落馬による検査のため吉田隼人に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コロリアージュ号
（非抽選馬） 6頭 オレンジポピー号・カツオブシ号・セイソ号・トラストティール号・ファンシーアモン号・マイネルクロニクル号

第４回 中山競馬 第２日



25015 9月11日 曇 稍重 （28中山4）第2日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，200，000円 1，700，000円 1，100，000円 630，000円 420，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

612 プラトロッソ 牝3黒鹿 54
51 ▲木幡 巧也�Basic 田村 康仁 日高 森永牧場 464＋ 21：12．4 8．0�

48 シャインメルシー 牝3黒鹿54 横山 和生皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 424－ 4 〃 クビ 52．7�
510 ヌーベルマリエ 牝3鹿 54 江田 照男前田 晋二氏 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444± 01：12．82� 29．6�
47 ケ ル ベ ロ ス 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 436＋ 4 〃 クビ 2．7�
816 ト イ ミ サ キ 牝3鹿 54 宮崎 北斗三宅 勝俊氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 432＋121：13．11� 32．1�
23 マ ス ト ワ ン 牡3栗 56 酒井 学木村 廣太氏 天間 昭一 浦河 山田牧場 498－121：13．2� 73．2	
36 キャプテンヴォーグ 牝3鹿 54 黛 弘人志村 幸彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 412＋101：13．41� 32．2

714 タ ト ゥ ー 牡3栗 56 北村 宏司石川 達絵氏 大竹 正博 日高 白井牧場 B462－ 81：13．61� 24．1�
611 ラッキーバタフライ 牡3青鹿56 丸田 恭介栗山 良子氏 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 426＋ 21：13．81� 22．1�
24 ロッツオブラブ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 400± 01：14．01� 22．8
59 レジェンダリー 牡3芦 56

55 ☆長岡 禎仁岡田 牧雄氏 竹内 正洋 新冠 タニグチ牧場 472＋121：14．42 237．3�
815 スパルタトウショウ 牝3鹿 54 西田雄一郎トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464－ 6 〃 クビ 62．9�
12 ミュゼジュリエット 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹坂本 肇氏 高市 圭二 新冠 パカパカ
ファーム 442± 01：15．14 14．1�

11 ピーチプリンセス 牝3栗 54
51 ▲菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 むかわ 真壁 信一 440－ 61：15．31� 106．7�

35 レスプランドール 牝3栗 54 津村 明秀水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 466＋ 2 〃 ハナ 154．9�
713 ウィズリーガーデン 牝3栗 54 戸崎 圭太吉田 和美氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B442－101：15．62 2．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，453，700円 複勝： 38，080，100円 枠連： 17，367，500円
馬連： 69，433，000円 馬単： 40，208，800円 ワイド： 43，456，200円
3連複： 94，979，200円 3連単： 135，219，500円 計： 467，198，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 290円 � 1，040円 � 590円 枠 連（4－6） 830円

馬 連 �� 11，710円 馬 単 �� 26，290円

ワ イ ド �� 3，240円 �� 2，210円 �� 9，530円

3 連 複 ��� 79，230円 3 連 単 ��� 462，420円

票 数

単勝票数 計 284537 的中 � 28270（3番人気）
複勝票数 計 380801 的中 � 39161（3番人気）� 8739（11番人気）� 16320（7番人気）
枠連票数 計 173675 的中 （4－6） 16177（3番人気）
馬連票数 計 694330 的中 �� 4595（32番人気）
馬単票数 計 402088 的中 �� 1147（65番人気）
ワイド票数 計 434562 的中 �� 3469（31番人気）�� 5132（24番人気）�� 1160（63番人気）
3連複票数 計 949792 的中 ��� 899（163番人気）
3連単票数 計1352195 的中 ��� 212（892番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．5―12．3―12．2―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．2―46．5―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．2
3 ・（8，12）（9，13）（10，15）（6，16）3（4，7，11）5，1－（2，14） 4 ・（8，12）10（9，13）16（6，3，15）（7，11）4，1，5（2，14）

勝馬の
紹 介

プラトロッソ �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．2．20 東京5着

2013．5．5生 牝3黒鹿 母 ロッソペーガゾ 母母 レディアレグレット 6戦1勝 賞金 5，550，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時15分に変更。
※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） 3頭 ウェアレイ号・シンボリピアフ号・ボールドアテンプト号
（非抽選馬） 2頭 アルファスバル号・ミドリノイブキ号

25016 9月11日 曇 稍重 （28中山4）第2日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時40分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，200，000円 1，700，000円 1，100，000円 630，000円 420，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

713 ワンショットキラー 牡3青鹿56 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 470＋ 21：34．6 2．0�
36 スワンナプーム 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 青森 石田 英機 466＋ 61：34．81� 6．0�
47 クィーンビー 牝3鹿 54 松若 風馬�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 462－101：34．9� 31．1�
611 アンテレクテュエル 牡3鹿 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B518＋12 〃 アタマ 19．9�
35 チェルカービレ 牝3芦 54 戸崎 圭太原 �子氏 古賀 慎明 新ひだか 岡田スタツド 418± 01：35．0クビ 4．5�
612 トーホウエース 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也東豊物産	 牧 光二 日高 竹島 幸治 490＋ 21：35．1� 26．7

11 パステルモーブ 牝3鹿 54 嶋田 純次榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 458＋ 21：35．31	 48．3�
23 コスモダヴァンティ 牡3鹿 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 61：35．4
 13．6�
815 ソニックタイガー 牡3黒鹿56 江田 照男田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 462－ 41：35．61� 29．4
714 ビクトリアシップ 牝3鹿 54 吉田 豊ライオンレースホース	 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 440－ 61：35．7クビ 101．2�
59 ジョニーエンジェル 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太吉田 和美氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 520－ 6 〃 ハナ 19．9�
24 ハクシンヴィーナス 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子新井原 博氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 434＋ 2 〃 クビ 32．9�
816 ヴィレミーナ 牝3鹿 54 勝浦 正樹山住 勲氏 田村 康仁 新ひだか チャンピオンズファーム 442－ 21：35．8� 34．1�
48 ヤマニンオクサー 牡3鹿 56 吉田 隼人土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 B460＋ 61：36．22� 305．0�
12 リトルスマイル 牝3鹿 54 田中 勝春藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 416－ 21：36．62� 76．6�
510 トモジャミール 牝3栗 54 横山 和生吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 出羽牧場 432＋ 21：36．81	 412．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，302，400円 複勝： 47，169，100円 枠連： 22，776，100円
馬連： 75，629，800円 馬単： 39，366，800円 ワイド： 47，818，100円
3連複： 107，119，400円 3連単： 138，713，300円 計： 514，895，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 190円 � 490円 枠 連（3－7） 290円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，190円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 13，680円

票 数

単勝票数 計 363024 的中 � 138683（1番人気）
複勝票数 計 471691 的中 � 146222（1番人気）� 59569（3番人気）� 16228（10番人気）
枠連票数 計 227761 的中 （3－7） 59684（1番人気）
馬連票数 計 756298 的中 �� 86314（2番人気）
馬単票数 計 393668 的中 �� 31274（2番人気）
ワイド票数 計 478181 的中 �� 41783（2番人気）�� 9741（13番人気）�� 5024（26番人気）
3連複票数 計1071194 的中 ��� 16550（14番人気）
3連単票数 計1387133 的中 ��� 7349（22番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．4

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワンショットキラー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2016．4．10 福島6着

2013．5．5生 牡3青鹿 母 アイアムラヴィング 母母 プラウドウイングス 8戦1勝 賞金 11，000，000円
〔騎手変更〕 パステルモーブ号の騎手石川裕紀人は，第1競走での落馬負傷のため嶋田純次に変更。
〔制裁〕 ビクトリアシップ号の騎手吉田豊は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

クィーンビー号の騎手松若風馬は，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：5番）
※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。
（非抽選馬） 4頭 ヴィオレッタ号・ウインクロノス号・オールドラゴン号・シャンティエン号



25017 9月11日 曇 稍重 （28中山4）第2日 第5競走 ��2，000�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
1：59．9
1：59．8

良
良

66 ミヤビベスト 牡2鹿 54 池添 謙一村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 482 ―2：09．1 4．8�
88 サイレントサード 牡2栗 54 田辺 裕信三田 昌宏氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 466 ―2：09．31� 3．4�
11 ブルースカイハーツ 牡2黒鹿54 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 438 ―2：09．51� 6．6�
55 ダンスウィズユー 牝2黒鹿54 柴山 雄一 �シルクレーシング 木村 哲也 洞�湖 レイクヴィラファーム 542 ―2：09．6� 4．4�
77 アインシュタイン 牡2鹿 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか 西村 和夫 502 ― 〃 ハナ 3．9	
33 サバイバルチャンス 牡2栗 54 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 日高 沖田牧場 486 ―2：09．7クビ 36．6

44 ミヤコギムレット 牡2鹿 54 蛯名 正義吉田喜代司氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 482 ― 〃 アタマ 24．3�
22 アルミランテ 牡2黒鹿54 吉田 豊金山 敏也氏 尾関 知人 むかわ 上水牧場 466 ― 〃 アタマ 16．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 31，030，800円 複勝： 30，749，700円 枠連： 発売なし
馬連： 56，071，800円 馬単： 30，499，500円 ワイド： 25，870，900円
3連複： 56，977，000円 3連単： 116，835，700円 計： 348，035，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 130円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 310円 �� 550円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 8，260円

票 数

単勝票数 計 310308 的中 � 51646（4番人気）
複勝票数 計 307497 的中 � 49214（3番人気）� 74943（1番人気）� 37464（5番人気）
馬連票数 計 560718 的中 �� 53096（3番人気）
馬単票数 計 304995 的中 �� 13147（6番人気）
ワイド票数 計 258709 的中 �� 22293（3番人気）�� 11334（10番人気）�� 15850（7番人気）
3連複票数 計 569770 的中 ��� 25613（7番人気）
3連単票数 計1168357 的中 ��� 10248（32番人気）

ハロンタイム 13．3―12．5―14．6―13．8―13．7―13．3―13．1―12．0―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．8―40．4―54．2―1：07．9―1：21．2―1：34．3―1：46．3―1：57．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミヤビベスト 
�
父 キングズベスト 

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2014．3．23生 牡2鹿 母 ミヤビキララ 母母 システィーナ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ブルースカイハーツ号の騎手石川裕紀人は，第1競走での落馬負傷のため松岡正海に変更。
〔その他〕 ミヤビベスト号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

25018 9月11日 曇 稍重 （28中山4）第2日 第6競走 ��
��1，800�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
1：52．7
1：50．9

良
不良

55 トミケンカリム 牡2栗 54 大野 拓弥冨樫 賢二氏 武井 亮 浦河 信岡牧場 440 ―1：58．2 53．6�
44 トゥザキングダム 牡2青鹿54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 田島 俊明 安平 追分ファーム 462 ―1：58．52 5．1�
67 シルヴァーメテオ 牡2芦 54

51 ▲藤田菜七子ライオンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 宮内牧場 478 ―1：58．6� 3．8�
11 ク リ シ ュ ナ 牡2栗 54 嘉藤 貴行清水 敏氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 470 ―1：59．23� 38．9�
710 サイモンガオ 牡2鹿 54 勝浦 正樹澤田 昭紀氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 454 ―1：59．51� 36．7	
79 バトルサンバ 牡2栗 54 田辺 裕信山科 統氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 502 ―1：59．82 2．6

811 タイガーレディ 牝2鹿 54 江田 照男飯田 政子氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 458 ―1：59．9� 27．1�
22 フ ァ ウ ス ト 牡2鹿 54 岩部 純二清水 敏氏 石毛 善彦 厚真 大川牧場 458 ― 〃 ハナ 43．4�
812 イ ー ゼ ル 	2栗 54 黛 弘人水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 476 ―2：01．38 17．8
33 リュクスワンダー 牡2青鹿54 吉田 豊田畑 憲士氏 高柳 瑞樹 洞
湖 レイクヴィラファーム 532 ―2：01．72� 17．7�
68 エリーミニスター 牝2鹿 54 松岡 正海谷川 正純氏 谷原 義明 新冠 アサヒ牧場 470 ―2：02．55 58．5�
56 ビレッジマウンテン 牡2栗 54 蛯名 正義村山 輝雄氏 土田 稔 むかわ 市川牧場 498 ―2：02．81� 6．3�

（ビレッジマウンテル）

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，027，000円 複勝： 35，271，400円 枠連： 13，732，200円
馬連： 61，894，600円 馬単： 38，059，400円 ワイド： 34，418，500円
3連複： 80，474，300円 3連単： 131，696，800円 計： 430，574，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，360円 複 勝 � 550円 � 190円 � 160円 枠 連（4－5） 1，460円

馬 連 �� 15，680円 馬 単 �� 51，710円

ワ イ ド �� 3，420円 �� 2，860円 �� 480円

3 連 複 ��� 21，080円 3 連 単 ��� 257，350円

票 数

単勝票数 計 350270 的中 � 5224（11番人気）
複勝票数 計 352714 的中 � 12483（8番人気）� 52178（3番人気）� 66162（2番人気）
枠連票数 計 137322 的中 （4－5） 7276（7番人気）
馬連票数 計 618946 的中 �� 3058（36番人気）
馬単票数 計 380594 的中 �� 552（87番人気）
ワイド票数 計 344185 的中 �� 2455（36番人気）�� 2949（29番人気）�� 20354（5番人気）
3連複票数 計 804743 的中 ��� 2862（59番人気）
3連単票数 計1316968 的中 ��� 371（521番人気）

ハロンタイム 12．7―12．5―13．2―13．6―13．0―12．8―13．2―13．3―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．2―38．4―52．0―1：05．0―1：17．8―1：31．0―1：44．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．4
1
3
8，5－11，2（10，9）－1－（3，6）（4，7，12）
5（8，11）9（2，10）7，1－（3，4）－（6，12）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トミケンカリム �
�
父 サマーバード �

�
母父 Pulpit 初出走

2014．3．20生 牡2栗 母 ペ イ ド リ ン 母母 Sun Princessa 1戦1勝 賞金 7，000，000円

追 加 記 事（第 4回中山競馬第 1日第 6競走）
〔その他〕　　ノヴァステッラ号は，競走中に疾病〔左第３手根骨々折〕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。



25019 9月11日 曇 稍重 （28中山4）第2日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

713 プリンセスロック 牝4鹿 55 戸崎 圭太吉田 和美氏 大和田 成 浦河 浦河育成牧場 474－ 21：11．3 1．9�
47 ピュアノアール 牝4鹿 55 津村 明秀髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 442－ 61：11．62 4．5�
12 ナナイロボタン 牝4栗 55

52 ▲木幡 巧也 �社台レースホース黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 21：11．91� 14．2�

24 ロージーサンセット 牝3鹿 53 横山 典弘村島 昭男氏 杉浦 宏昭 新冠 カミイスタット 480－ 41：12．0� 7．0�
815� ベストエビデンス 牝4栗 55 吉田 隼人大塚 亮一氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 420＋ 61：12．1� 142．9�
36 ノボホウセイ 牝3栗 53

51 △木幡 初也	LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 490－ 21：12．31	 21．4

23 スナッチアキス 牝4鹿 55

54 ☆長岡 禎仁西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 428＋ 2 〃 クビ 34．1�
510 アキノバレリーナ 牝3栗 53

50 ▲菊沢 一樹穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 478－121：12．4� 34．0�
714 シゲルミマサカ 牝5青鹿55 柴山 雄一森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 村上牧場 450＋ 61：12．5� 29．6
611 リチュアルローズ 牝3鹿 53 大野 拓弥 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 460＋ 4 〃 ハナ 23．3�
816 サンダーバトル 牝3黒鹿53 蛯名 正義吉田喜代司氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 444＋ 41：12．6� 34．1�
35 フ ラ マ ブ ル 牝3栗 53

51 △伴 啓太 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 426＋ 4 〃 クビ 22．4�

59 � レ ス ペ ー ト 牝4鹿 55 嘉藤 貴行 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 480＋161：13．13 257．9�
11 タニマサガール 牝3鹿 53

51 △原田 和真谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 富菜牧場 414－ 41：13．31� 39．5�
612� カ キ ツ バ タ 牝4黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 428＋131：13．62 107．7�
（15頭）

48 ヨイチナデシコ 牝4鹿 55 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 36，179，100円 複勝： 56，353，100円 枠連： 23，023，900円
馬連： 93，517，400円 馬単： 49，700，700円 ワイド： 57，006，200円
3連複： 128，594，700円 3連単： 185，276，600円 計： 629，651，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 230円 枠 連（4－7） 450円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 210円 �� 440円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 3，550円

票 数

単勝票数 差引計 361791（返還計 78） 的中 � 150030（1番人気）
複勝票数 差引計 563531（返還計 205） 的中 � 203972（1番人気）� 97866（2番人気）� 39029（4番人気）
枠連票数 差引計 230239（返還計 15） 的中 （4－7） 39375（1番人気）
馬連票数 差引計 935174（返還計 790） 的中 �� 167244（1番人気）
馬単票数 差引計 497007（返還計 304） 的中 �� 54902（1番人気）
ワイド票数 差引計 570062（返還計 422） 的中 �� 82257（1番人気）�� 31237（3番人気）�� 17562（8番人気）
3連複票数 差引計1285947（返還計 2306） 的中 ��� 72426（2番人気）
3連単票数 差引計1852766（返還計 3632） 的中 ��� 37743（3番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．5―12．2―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．1―46．3―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．2
3 4，6（1，11）（7，13）3，15（5，10，16）14，12，2－9 4 4，6（1，11）（7，13）3（10，15）（5，16）（12，14）2，9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プリンセスロック �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2014．11．15 福島5着

2012．4．30生 牝4鹿 母 ノーストバード 母母 アジャストビート 11戦3勝 賞金 27，500，000円
〔出走取消〕 ヨイチナデシコ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ノボホウセイ号の騎手石川裕紀人は，第1競走での落馬負傷のため木幡初也に変更。

25020 9月11日 曇 稍重 （28中山4）第2日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （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

59 タイセイスペリオル 牡3鹿 54 戸崎 圭太田中 成奉氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 470± 01：55．5 1．6�
713� アンリキャトル �5黒鹿57 田辺 裕信村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 ハナ 13．5�
816 ポルトボナール 牡4黒鹿 57

55 △木幡 初也後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 480－ 8 〃 クビ 16．3�
612 サノノカガヤキ 牡3鹿 54

51 ▲木幡 巧也佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 488－ 21：56．03 35．0�
12 ヴ ァ ッ ハ ウ 牡4鹿 57 池添 謙一�ラ・メール 田村 康仁 新冠 赤石 久夫 492－ 21：56．21� 15．4�
510 モ ー ゼ ス 牡3黒鹿54 大野 拓弥坂本 肇氏 大江原 哲 洞	湖 レイクヴィラファーム 520＋141：56．3
 5．0	
11 カシノカーム 牡5芦 57 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B480－ 21：56．4クビ 30．0

48 � パブリックフレンド 牡4青 57 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 470－ 21：56．82
 8．3�
714 ココロノキャンバス 牝3栗 52 嶋田 純次田頭 勇貴氏 中舘 英二 日高 いとう牧場 402± 01：57．12 357．4�
23 シンキングダンサー 牡3栗 54

52 △井上 敏樹岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 466－ 81：57．42 41．5
36 � ホホエムオンナ 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子�大北牧場 浅野洋一郎 浦河 大北牧場 448± 01：57．6� 111．8�
35 ナスノアオバ 牡5鹿 57 柴山 雄一�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 528－ 41：57．7� 51．8�
47 ゴールデンレッグ 牝3鹿 52 丸山 元気野口 弘司氏 小西 一男 新ひだか 出羽牧場 446－ 41：57．91� 148．6�
24 ミライヘノサイン 牝3鹿 52 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新冠 シンユウフアーム 430－ 61：58．11 215．7�
611 スズカプリティー 牝5鹿 55 大庭 和弥永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B492± 0 〃 アタマ 228．0�
815 ブラックゼウス 牡3黒鹿54 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 土田 扶美子 476－ 61：58．2� 217．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，086，100円 複勝： 92，511，500円 枠連： 25，575，800円
馬連： 90，670，000円 馬単： 56，049，400円 ワイド： 50，979，600円
3連複： 121，772，900円 3連単： 213，870，600円 計： 688，515，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 220円 � 300円 枠 連（5－7） 710円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 370円 �� 430円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 7，160円

票 数

単勝票数 計 370861 的中 � 176724（1番人気）
複勝票数 計 925115 的中 � 597774（1番人気）� 44912（4番人気）� 30493（6番人気）
枠連票数 計 255758 的中 （5－7） 27630（4番人気）
馬連票数 計 906700 的中 �� 75711（4番人気）
馬単票数 計 560494 的中 �� 39807（3番人気）
ワイド票数 計 509796 的中 �� 37416（3番人気）�� 31471（5番人気）�� 7595（18番人気）
3連複票数 計1217729 的中 ��� 36420（9番人気）
3連単票数 計2138706 的中 ��� 21652（21番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―13．9―13．8―13．1―12．9―12．5―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―38．5―52．3―1：05．4―1：18．3―1：30．8―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．2
1
3
11－16，10，12（9，8）1（2，13）（14，15）（5，4）6，3，7・（11，16，10）12（1，9，8）（14，5，2，13）－15（3，7，4）6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイスペリオル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2015．11．28 東京1着

2013．3．15生 牡3鹿 母 スペシャルポケット 母母 トゥースペシャル 3戦2勝 賞金 16，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 ポルトボナール号の騎手石川裕紀人は，第1競走での落馬負傷のため木幡初也に変更。



25021 9月11日 曇 良 （28中山4）第2日 第9競走 ��
��1，600�

き さ ら づ

木 更 津 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，27．9．12以降28．9．4まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

66 ド ー ヴ ァ ー 牡3栗 55 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484－ 21：33．5 1．9�

810 アッラサルーテ 牝3栗 52 戸崎 圭太吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 474－ 21：33．6� 4．5�
22 シングンジョーカー 牡5黒鹿55 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 468－ 21：33．7� 40．9�
77 メイショウメイゲツ 牝4鹿 54 村田 一誠松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 460＋ 8 〃 クビ 7．7�
78 カトルラポール 牝3鹿 51 丸田 恭介石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 466－ 4 〃 ハナ 34．5�
33 カシノピカチュウ 牡6鹿 55 丹内 祐次柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 484± 01：33．8クビ 18．8�
55 ヨ イ ミ ヤ 牝3栗 52 嘉藤 貴行	ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 408－ 41：34．22� 10．3

44 マイネルディアベル 牡5青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム B462－ 2 〃 クビ 51．5�
89 キャプテンペリー 牡3栗 54 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 486－ 21：34．73 7．6
11 サトノプレジデント �7黒鹿55 杉原 誠人里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 508＋ 21：35．87 39．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 48，821，700円 複勝： 64，461，600円 枠連： 22，818，100円
馬連： 113，513，500円 馬単： 63，162，700円 ワイド： 55，306，100円
3連複： 144，449，100円 3連単： 276，482，200円 計： 789，015，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 480円 枠 連（6－8） 250円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，020円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 13，580円

票 数

単勝票数 計 488217 的中 � 204597（1番人気）
複勝票数 計 644616 的中 � 236220（1番人気）� 111991（2番人気）� 18387（8番人気）
枠連票数 計 228181 的中 （6－8） 69121（1番人気）
馬連票数 計1135135 的中 �� 170538（1番人気）
馬単票数 計 631627 的中 �� 66098（1番人気）
ワイド票数 計 553061 的中 �� 71207（1番人気）�� 12632（11番人気）�� 6034（24番人気）
3連複票数 計1444491 的中 ��� 22286（18番人気）
3連単票数 計2764822 的中 ��� 14759（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―34．8―46．2―57．8―1：09．4―1：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

ド ー ヴ ァ ー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2015．11．15 東京1着

2013．4．1生 牡3栗 母 オ ル ダ ニ ー 母母 Adonesque 5戦3勝 賞金 38，901，000円

25022 9月11日 曇 稍重 （28中山4）第2日 第10競走 ��
��1，200�ながつきステークス

発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

23 シャトーウインド 牡6黒鹿57 松岡 正海円城 幸男氏 松下 武士 日高 宝寄山 忠則 466＋ 61：10．6 37．4�
510 スマートアヴァロン 牡4黒鹿57 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 514＋ 41：10．7� 3．2�
11 モ ル ジ ア ナ 牝4栗 55 北村 宏司 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 クビ 2．9�
816 リバーソウル 牡5黒鹿57 柴田 善臣林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 458－ 81：10．8クビ 12．3�
47 ヤマチョウフェア 牡8黒鹿57 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 478－ 2 〃 クビ 170．2�
612 ブラインドサイド 	7鹿 57 吉田 隼人諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B490－ 41：10．9
 37．2	
24 サトノネプチューン 牡6鹿 57 戸崎 圭太里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496－ 81：11．11� 13．9

714 ヴ ァ ー ノ ン 牡5栗 57 吉田 豊�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 504－ 21：11．31� 7．1�
815 スウィープアウェイ 牡5芦 57 武士沢友治藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 470± 0 〃 ハナ 20．3�
611 モ ン テ ネ オ 牡6黒鹿57 田辺 裕信毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 480± 01：11．4� 22．8
35 ジャコカッテ 牡5栗 57 勝浦 正樹晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 496－ 6 〃 ハナ 53．9�
36 ガッサンプレイ 牡6栗 57 杉原 誠人西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 478＋ 21：11．5� 43．1�
59 イーグルカザン 牡8鹿 57 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 530＋161：11．6� 98．9�
12 シャトルアップ 	8栗 57 丸山 元気広尾レース� 伊藤 正徳 様似 清水スタッド 498＋ 81：11．7� 180．8�
48 パイメイメイ 牝5鹿 55 秋山真一郎西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B488＋ 6 〃 クビ 10．7�
713 マシェリガール 牝3黒鹿53 大野 拓弥島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B494＋161：12．76 132．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，235，700円 複勝： 70，961，400円 枠連： 38，246，700円
馬連： 175，741，500円 馬単： 79，093，800円 ワイド： 83，982，600円
3連複： 232，786，000円 3連単： 345，012，600円 計： 1，080，060，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，740円 複 勝 � 710円 � 140円 � 140円 枠 連（2－5） 2，000円

馬 連 �� 7，150円 馬 単 �� 18，030円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 1，940円 �� 220円

3 連 複 ��� 7，270円 3 連 単 ��� 76，790円

票 数

単勝票数 計 542357 的中 � 11587（10番人気）
複勝票数 計 709614 的中 � 15955（11番人気）� 155175（2番人気）� 159791（1番人気）
枠連票数 計 382467 的中 （2－5） 14798（11番人気）
馬連票数 計1757415 的中 �� 19041（24番人気）
馬単票数 計 790938 的中 �� 3290（56番人気）
ワイド票数 計 839826 的中 �� 9574（27番人気）�� 9683（24番人気）�� 121314（1番人気）
3連複票数 計2327860 的中 ��� 23989（23番人気）
3連単票数 計3450126 的中 ��� 3257（234番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―11．7―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．4―46．1―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．2
3 ・（2，3）14（7，16）1，4，11（5，10，15）6（12，13）8，9 4 ・（2，3）（7，14）16，1，4，5（10，11）（6，15）（9，12）13，8

勝馬の
紹 介

シャトーウインド �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2012．9．15 阪神4着

2010．4．16生 牡6黒鹿 母 シャトーベル 母母 ベ リ シ ャ 34戦4勝 賞金 61，329，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 サトノネプチューン号の騎手石川裕紀人は，第1競走での落馬負傷のため戸崎圭太に変更。
〔その他〕 モルジアナ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 モルジアナ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年10月11日まで出走できない。
※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 ウィッシュハピネス号・パーティードレス号・フルヒロボーイ号・ルミナスパレード号

１レース目 ３レース目



25023 9月11日 曇 良 （28中山4）第2日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第61回京成杯オータムハンデキャップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，27．9．12以降28．9．4まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

京成電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 4，900，000
4，900，000

円
円

付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード
中央レコード

1：30．7
1：30．7

良
良

510 ロードクエスト 牡3鹿 55 池添 謙一 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 452＋ 21：33．0 2．8�
23 カフェブリリアント 牝6栗 54 戸崎 圭太西川 光一氏 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 452＋181：33．1� 12．3�
35 ダノンプラチナ 牡4芦 58 蛯名 正義�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 470－181：33．31� 5．7�
11 ダイワリベラル 牡5黒鹿56 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 528＋101：33．51� 11．1�
36 クラリティスカイ 牡4鹿 57．5 田辺 裕信杉山 忠国氏 斎藤 誠 新冠 パカパカ

ファーム 496± 0 〃 同着 16．7�
713 トウショウドラフタ 牡3栗 54 吉田 豊トウショウ産業� 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 470＋101：33．6	 20．7	
815 ペイシャフェリス 牝5鹿 53 大野 拓弥北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 456＋ 2 〃 アタマ 33．0

47 ピークトラム 牡5黒鹿56 小牧 太吉田 照哉氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 494± 0 〃 アタマ 11．5�
816 リーサルウェポン 牝5鹿 50 吉田 隼人 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 432－ 21：33．7� 42．1�
714 ダノンリバティ 牡4鹿 56 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 518－ 41：33．8� 6．5
611 ダンスアミーガ 牝5栗 53 勝浦 正樹 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 480－ 21：33．9� 16．5�
612 スマートオリオン 牡6栗 57 柴山 雄一大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 504± 0 〃 アタマ 95．9�
48 ラ ン グ レ ー 牡5鹿 56 柴田 善臣 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480－ 61：34．11 15．5�
24 
 シベリアンスパーブ 牡7鹿 54 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 502－ 21：34．42 79．0�
59 ワキノブレイブ 牡6青鹿56 津村 明秀脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 490± 0 〃 アタマ 143．0�

（15頭）
12 アルマディヴァン 牝6栗 53 横山 典弘コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 182，200，700円 複勝： 230，753，200円 枠連： 137，621，100円 馬連： 682，830，500円 馬単： 280，711，300円
ワイド： 296，478，300円 3連複： 1，098，795，100円 3連単： 1，687，312，800円 5重勝： 568，664，100円 計： 5，165，367，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 330円 � 200円 枠 連（2－5） 1，990円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 3，470円

ワ イ ド �� 860円 �� 470円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 19，430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����� 326，280円

票 数

単勝票数 計1822007 的中 � 509896（1番人気）
複勝票数 計2307532 的中 � 572774（1番人気）� 136078（6番人気）� 275652（2番人気）
枠連票数 計1376211 的中 （2－5） 53470（7番人気）
馬連票数 計6828305 的中 �� 231583（6番人気）
馬単票数 計2807113 的中 �� 60660（7番人気）
ワイド票数 計2964783 的中 �� 87336（6番人気）�� 172978（2番人気）�� 55012（15番人気）
3連複票数 計10987951 的中 ��� 208633（6番人気）
3連単票数 計16873128 的中 ��� 62955（23番人気）
5重勝票数 計5686641 的中 ����� 1220

ハロンタイム 12．5―11．2―11．4―11．3―11．6―11．7―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．1―46．4―58．0―1：09．7―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F35．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロードクエスト �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2015．6．7 東京1着

2013．3．6生 牡3鹿 母 マツリダワルツ 母母 ユキノワルツ 8戦3勝 賞金 156，544，000円
〔出走取消〕 アルマディヴァン号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ダンスアミーガ号の騎手石川裕紀人は，第1競走での落馬負傷のため勝浦正樹に変更。
※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。
（非抽選馬） 1頭 メイショウライナー号

25024 9月11日 曇 稍重 （28中山4）第2日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時25分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

816 ヒカリマサムネ 牡6栗 57 江田 照男�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 464－ 61：10．9 43．4�
59 ビービーサレンダー 牡3鹿 55 伊藤 工真�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 484＋101：11．0� 10．5�
12 アドマイヤスパーズ 牡6鹿 57 丸山 元気近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 490－ 6 〃 ハナ 57．3�
612 ス ミ レ 牝3鹿 53 吉田 隼人林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：11．1� 7．4�
24 キャプテンシップ 牡4鹿 57 田中 勝春玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 524＋ 8 〃 クビ 4．3	
11 ドラゴンゲート 牡4栗 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 486＋101：11．63 2．9

47 オルフィーク 牝4青鹿 55

53 △原田 和真加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 488－121：11．7クビ 34．7�
713 ツインキャンドル 牝5鹿 55 嶋田 純次�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B458＋ 2 〃 アタマ 37．0�
714 クリプトスコード 牝3栗 53

51 △木幡 初也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 494－ 41：11．8� 50．7

48 スノーレパード 牝5黒鹿 55
52 ▲木幡 巧也 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 4 〃 ハナ 34．0�
611 ネイティヴコード 牝5鹿 55

53 △井上 敏樹岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B516＋16 〃 ハナ 97．3�
815 スモーダリング 牝4黒鹿 55

53 △伴 啓太 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496± 01：11．9� 16．8�

35 スリラーインマニラ 牡3鹿 55 蛯名 正義古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 446＋ 41：12．0� 5．2�
510 ロマネクイーン 牝6鹿 55 武士沢友治村田 哲朗氏 小野 次郎 新ひだか 上野 正恵 B468－ 41：12．21� 154．5�
36 ジョリーアップ 牝4栗 55 嘉藤 貴行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 斎藤 誠 浦河 大島牧場 488－ 21：13．15 62．0�
23 ベストリーダー 牝5栗 55 大野 拓弥 �社台レースホース中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 01：13．73� 32．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 85，949，800円 複勝： 112，110，400円 枠連： 56，495，400円
馬連： 274，549，100円 馬単： 100，688，500円 ワイド： 125，964，300円
3連複： 336，890，300円 3連単： 520，827，200円 計： 1，613，475，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，340円 複 勝 � 870円 � 350円 � 1，090円 枠 連（5－8） 5，020円

馬 連 �� 18，730円 馬 単 �� 46，070円

ワ イ ド �� 5，130円 �� 15，650円 �� 6，580円

3 連 複 ��� 222，410円 3 連 単 ��� 1，824，150円

票 数

単勝票数 計 859498 的中 � 15822（11番人気）
複勝票数 計1121104 的中 � 32544（10番人気）� 95254（5番人気）� 25320（12番人気）
枠連票数 計 564954 的中 （5－8） 8721（23番人気）
馬連票数 計2745491 的中 �� 12088（46番人気）
馬単票数 計1006885 的中 �� 1639（114番人気）
ワイド票数 計1259643 的中 �� 6364（48番人気）�� 2067（92番人気）�� 4951（56番人気）
3連複票数 計3368903 的中 ��� 1136（322番人気）
3連単票数 計5208272 的中 ��� 207（2048番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―11．1―12．0―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―33．1―45．1―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．8
3 ・（1，4）7（3，11）－（6，9）14（5，10，12）16（2，15）－（13，8） 4 ・（1，4）7－11（3，9）14（6，5，12）（2，10）（16，15）－8，13

勝馬の
紹 介

ヒカリマサムネ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ヒカリバオー デビュー 2012．12．8 中山4着

2010．3．16生 牡6栗 母 ヒカリブラッシア 母母 ノブリースーパー 21戦3勝 賞金 40，330，000円
〔騎手変更〕 スリラーインマニラ号の騎手石川裕紀人は，第1競走での落馬負傷のため蛯名正義に変更。
※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） 1頭 タイセイラルーナ号
（非抽選馬） 1頭 ヒカルランナー号

５レース目



（28中山4）第2日 9月11日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 171頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

248，270，000円
11，160，000円
1，620，000円
27，310，000円
62，352，500円
4，701，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
637，826，700円
874，440，900円
395，852，100円
1，835，223，900円
854，653，300円
905，733，500円
2，605，249，300円
4，028，579，800円
568，664，100円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 12，706，223，600円

総入場人員 22，397名 （有料入場人員 18，845名）
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