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25025 9月17日 晴 重 （28中山4）第3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

714 ブルーヘヴン 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 484＋ 61：12．3 1．9�

36 トロピカルスパート 牝2栗 54 柴田 善臣日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 472± 01：12．62 64．2�
713 ニシノレディー 牝2黒鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 高木 登 むかわ 清水ファーム 432＋ 61：13．02� 12．0�
48 カ レ ン 牝2栗 54 伊藤 工真�ミルファーム 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 466－121：13．32 8．9�
47 ユニルドール 牝2栗 54 丸田 恭介大塚 亮一氏 池上 昌弘 新ひだか 中田 英樹 434＋ 61：13．4クビ 44．8	
815 サクラトップビクト 牝2栗 54 吉田 隼人�トップフェロウ奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 456＋ 21：14．03� 32．7

12 イマヒトタビノ 牝2鹿 54 丸山 元気内田 玄祥氏 金成 貴史 浦河 日進牧場 446＋101：14．1� 32．8�
816 テルルフォレスト 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎 �荻伏服部牧場 竹内 正洋 浦河 荻伏服部牧場 428± 01：14．2� 34．2�
612 ノボミリオンヌ 牝2鹿 54 勝浦 正樹�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 446－ 21：14．3クビ 8．6
35 ヴェンデドール 牝2鹿 54

52 △井上 敏樹清家 聖仁氏 田島 俊明 新ひだか 前田ファーム 428± 0 〃 クビ 40．2�
59 オ ネ ス テ ィ 牝2栗 54 武士沢友治叶 哲也氏 浅野洋一郎 日高 豊洋牧場 464＋ 81：14．4クビ 108．1�
11 ボーパルファム 牝2黒鹿 54

52 △木幡 初也�リーヴァ 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 426－ 81：14．72 83．4�
510 ハートノエース 牝2青鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 新冠 長浜 秀昭 434＋ 21：14．91� 234．2�
23 ネコドリーム 牝2黒鹿54 L．オールプレス 桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 468＋101：15．0クビ 29．4�

（新）

611 ピーチメルバ 牝2鹿 54 和田 竜二田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 浦新 徳司 434－141：15．42� 16．4�
24 イパネマビーチ 牝2鹿 54 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 安平 ノーザンファーム 454－ 6 〃 クビ 6．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，377，600円 複勝： 37，446，100円 枠連： 16，784，600円
馬連： 58，255，500円 馬単： 36，339，000円 ワイド： 36，406，200円
3連複： 85，726，200円 3連単： 117，995，200円 計： 417，330，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 990円 � 270円 枠 連（3－7） 2，600円

馬 連 �� 6，130円 馬 単 �� 9，840円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 530円 �� 4，840円

3 連 複 ��� 13，640円 3 連 単 ��� 85，630円

票 数

単勝票数 計 283776 的中 � 116809（1番人気）
複勝票数 計 374461 的中 � 117153（1番人気）� 6450（13番人気）� 30577（5番人気）
枠連票数 計 167846 的中 （3－7） 5003（10番人気）
馬連票数 計 582555 的中 �� 7364（22番人気）
馬単票数 計 363390 的中 �� 2767（33番人気）
ワイド票数 計 364062 的中 �� 4127（22番人気）�� 19211（4番人気）�� 1838（55番人気）
3連複票数 計 857262 的中 ��� 4713（42番人気）
3連単票数 計1179952 的中 ��� 999（226番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―12．5―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―46．5―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーヘヴン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2016．8．28 札幌3着

2014．3．31生 牝2黒鹿 母 ローズカーニバル 母母 Minden Rose 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アンヌ号・ウイニングムスメ号・キチロクエンパイア号・ニシノヒスイ号・マヤノブリリアンス号
（非抽選馬） 1頭 ユメノカガヤキ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

25026 9月17日 晴 良 （28中山4）第3日 第2競走 ��
��1，600�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
1：33．4
1：32．3

良
良

11 パ フ ォ ー ム 牝2鹿 54
51 ▲木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 428± 01：35．0 3．3�

47 サンアンカレッジ 牡2栗 54 二本柳 壮加藤 信之氏 岩戸 孝樹 日高 神島 芳仁 472－ 2 〃 アタマ 25．9�
23 ド ウ デ ィ 牡2鹿 54 戸崎 圭太 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 478＋ 81：35．1� 1．8�
815 ブラヴォバンビーノ 牡2鹿 54 田辺 裕信 �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム 478＋161：35．41� 9．1�
24 ジャンティーユ 牝2栗 54 石橋 脩伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 440＋ 6 〃 クビ 227．3�
48 プーカローズ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 日高 中前牧場 424± 01：35．5� 17．3	
59 コスモエアターン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 81：35．71	 231．8

612 ペイシャフローレス 牝2鹿 54

53 ☆長岡 禎仁北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 466＋ 2 〃 クビ 45．2�
36 オウケンスターダム 牡2鹿 54 蛯名 正義福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 470＋ 41：35．91	 21．9�
35 サンデームーティエ 牡2栗 54 岩部 純二戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 440＋ 61：36．11� 46．1
714 ワラッチャウヨネ 牝2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 406－ 41：36．31	 157．4�
12 ハツラツニッコウ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 414－ 4 〃 ハナ 258．9�
713 リトルレグルス 牡2鹿 54 内田 博幸藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 478－ 61：37．15 20．8�
611 フクノバイオレット 牝2黒鹿54 的場 勇人福島 祐子氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 420＋ 61：37．2� 321．2�
816 フロイドフォンテン 牡2鹿 54 柴田 善臣吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 466－181：37．62� 293．2�
510 ホ ノ カ 牝2鹿 54 松岡 正海�KTレーシング 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 470± 0 〃 ハナ 29．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，402，300円 複勝： 74，834，000円 枠連： 16，133，200円
馬連： 61，921，000円 馬単： 41，626，500円 ワイド： 41，504，100円
3連複： 91，301，800円 3連単： 142，109，300円 計： 501，832，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 110円 � 260円 � 110円 枠 連（1－4） 1，420円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 4，940円

ワ イ ド �� 690円 �� 140円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 12，400円

票 数

単勝票数 計 324023 的中 � 77669（2番人気）
複勝票数 計 748340 的中 � 135613（2番人気）� 23619（6番人気）� 423408（1番人気）
枠連票数 計 161332 的中 （1－4） 8776（6番人気）
馬連票数 計 619210 的中 �� 14156（10番人気）
馬単票数 計 416265 的中 �� 6310（17番人気）
ワイド票数 計 415041 的中 �� 11785（10番人気）�� 103913（1番人気）�� 17798（6番人気）
3連複票数 計 913018 的中 ��� 63172（4番人気）
3連単票数 計1421093 的中 ��� 8307（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．4―47．3―59．4―1：11．2―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

パ フ ォ ー ム �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2016．7．10 福島3着

2014．4．10生 牝2鹿 母 マイネアルデュール 母母 コスモハーティネス 4戦1勝 賞金 10，800，000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） 1頭 レインボーショット号
（非抽選馬） 4頭 アパラチアン号・コスモワンエイティ号・セイソ号・テイエムボサノバ号

第４回 中山競馬 第３日



25027 9月17日 晴 重 （28中山4）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

牝，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
1：48．5
1：47．8

重
重

24 エバーパッション 牝3青鹿54 田辺 裕信宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 428＋ 21：54．0 6．2�
36 メープルフレイバー 牝3栗 54

52 △木幡 初也尾田 信夫氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 442＋ 2 〃 ハナ 4．8�
35 グローリアスロウラ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 新冠 石田牧場 504＋ 81：54．95 38．2�
714 ベルクオーレ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行�菅井牧場 竹内 正洋 新冠 大栄牧場 B440－ 2 〃 アタマ 27．8�
815 グ ッ デ ィ ー 牝3鹿 54 勝浦 正樹 M・

Kenichiホールディング� 奥平 雅士 新冠 森永 聡 454－ 61：55．32� 70．1	
11 ヴィレッジダンサー 牝3鹿 54 平野 優�木村牧場 伊藤 大士 日高 木村牧場 B484－ 6 〃 アタマ 23．4

510 シャインプラチナム 牝3鹿 54 石橋 脩杉山 忠国氏 堀 宣行 新ひだか 明治牧場 B460± 01：55．62 6．2�
713 ニシノケイト 牝3鹿 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 パカパカ

ファーム 478＋121：55．7クビ 2．5�
59 マジカルウインド 牝3黒鹿54 内田 博幸村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 454± 01：56．23 9．6
47 ポ ム ロ ー ゼ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �サンデーレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470± 01：56．3� 188．9�

12 デイジーベル 牝3鹿 54 伊藤 工真 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：56．4クビ 33．4�
23 シェイキットオフ 牝3鹿 54 和田 竜二 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 桑田フアーム 464± 01：57．03� 96．3�
611 シセイキセキ 牝3青鹿54 田中 勝春猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 458－ 41：57．85 197．0�
48 サンマルラグーン 牝3鹿 54 武士沢友治相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 絵笛牧場 412－ 41：58．54 209．3�
816 ヴィオレッタ 牝3青 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 420＋ 42：00．110 19．8�
612 シンボリピアフ 牝3黒鹿54 丸田 恭介シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 430－ 22：01．9大差 313．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，443，100円 複勝： 42，185，800円 枠連： 19，577，600円
馬連： 61，574，200円 馬単： 32，945，500円 ワイド： 37，164，200円
3連複： 80，462，800円 3連単： 112，188，600円 計： 414，541，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 180円 � 990円 枠 連（2－3） 1，640円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 570円 �� 3，970円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 19，990円 3 連 単 ��� 100，410円

票 数

単勝票数 計 284431 的中 � 36518（3番人気）
複勝票数 計 421858 的中 � 66480（3番人気）� 68065（2番人気）� 8168（10番人気）
枠連票数 計 195776 的中 （2－3） 9246（7番人気）
馬連票数 計 615742 的中 �� 30649（5番人気）
馬単票数 計 329455 的中 �� 8346（10番人気）
ワイド票数 計 371642 的中 �� 18021（6番人気）�� 2305（36番人気）�� 3233（29番人気）
3連複票数 計 804628 的中 ��� 3018（60番人気）
3連単票数 計1121886 的中 ��� 810（291番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．5―12．8―12．6―12．6―12．9―13．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．1―48．9―1：01．5―1：14．1―1：27．0―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エバーパッション �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2015．10．10 東京13着

2013．3．8生 牝3青鹿 母 キュートエンブレム 母母 サクラサクⅡ 11戦1勝 賞金 11，850，000円
〔制裁〕 シェイキットオフ号の騎手和田竜二は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
〔その他〕 サンマルラグーン号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィオレッタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月17日まで平地競走

に出走できない。
シンボリピアフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月17日まで平地競
走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アルコバッサ号・ゴールデンアトム号・ヌーベルデフィー号・レーヴドブラン号

25028 9月17日 晴 重 （28中山4）第3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 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

24 サ ノ コ コ 牝3鹿 54 田辺 裕信佐野 信幸氏 栗田 徹 新冠 武田 修一 484－ 61：11．6 3．0�
23 ア オ テ ン 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 尾関 知人 新冠 村上 欽哉 B478＋10 〃 ハナ 4．9�

36 エタニティーワルツ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 462－ 61：11．92 34．6�
11 レーヴドミカ 牝3栗 54 田中 勝春尾上 松壽氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 480＋ 61：12．0クビ 7．2�
713 マックスゴーゴー 牡3黒鹿56 武士沢友治井上 久光氏 柴田 政人 青森 荒谷牧場 468－ 81：12．1� 14．5�
815 モエルオンナ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 448－121：12．73� 7．9	
611 アポロリュウセイ 牡3栗 56 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 484－ 4 〃 クビ 6．2

48 クラウンホイール 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 土井牧場 494－ 41：13．01� 15．4�
816 ジ ャ カ 牡3芦 56 丸田 恭介�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 452＋ 21：13．1� 63．3
47 ティーハウス 牝3鹿 54 L．オールプレス�下河辺牧場 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 458± 0 〃 クビ 24．5�

（新）

12 カハラブライド 牝3鹿 54 柴山 雄一加藤正二郎氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446＋ 21：13．31 34．3�

510 クインズジュエリー 牝3鹿 54 西田雄一郎飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 432－ 61：13．51� 53．4�
59 ウ ェ ア レ イ 牝3青鹿 54

52 △原田 和真阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 456－ 41：14．35 286．6�
35 シンボリサッチャー 牝3栗 54 伊藤 工真シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 462± 01：14．83 129．1�
714 ヤマニンパスティユ 牝3鹿 54 丸山 元気土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 454－101：15．01 150．0�
612 グランアンス 牝3黒鹿54 江田 照男ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 八田ファーム 464＋121：17．0大差 204．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，169，300円 複勝： 43，451，000円 枠連： 19，912，800円
馬連： 64，244，800円 馬単： 32，722，500円 ワイド： 40，148，900円
3連複： 83，849，200円 3連単： 110，620，600円 計： 424，119，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 170円 � 560円 枠 連（2－2） 820円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，550円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 6，110円 3 連 単 ��� 20，010円

票 数

単勝票数 計 291693 的中 � 77254（1番人気）
複勝票数 計 434510 的中 � 115316（1番人気）� 64850（2番人気）� 13195（9番人気）
枠連票数 計 199128 的中 （2－2） 18793（4番人気）
馬連票数 計 642448 的中 �� 55635（2番人気）
馬単票数 計 327225 的中 �� 16103（2番人気）
ワイド票数 計 401489 的中 �� 34889（2番人気）�� 6207（20番人気）�� 4964（23番人気）
3連複票数 計 838492 的中 ��� 10287（17番人気）
3連単票数 計1106206 的中 ��� 4007（50番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．4―12．0―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．0―46．0―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．6
3 11（4，13）（1，3，5）14，10（6，7）（2，12）15（8，9，16） 4 ・（11，4）13，1，3，6（10，5，14）（2，7）8，15－（16，12）9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サ ノ コ コ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．9．6 新潟3着

2013．5．6生 牝3鹿 母 マイネアレグリア 母母 メイジフレッシュ 8戦1勝 賞金 10，620，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランアンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月17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） 1頭 ピクシーカフェ号
（非抽選馬） 1頭 パラレルユニバース号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



25029 9月17日 晴 良 （28中山4）第3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
1：45．9

良
良

56 アルミューテン 牝2栗 54 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 476 ―1：52．1 13．4�

22 ウィンガーランド 牝2黒鹿54 L．オールプレス 島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム 402 ―1：52．63 7．1�
（新）

68 サンティール 牝2鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 456 ―1：52．81� 5．2�
55 アバンドーネ 牝2鹿 54 内田 博幸�ラ・メール 田村 康仁 浦河 山下 恭茂 470 ― 〃 ハナ 22．8�
33 アシャカダイキ 牝2鹿 54 横山 典弘吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 486 ― 〃 クビ 3．3	
11 ストーミースター 牡2黒鹿54 戸崎 圭太保坂 和孝氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 460 ―1：53．12 7．2

67 マジカルナンバー 牝2黒鹿54 柴山 雄一池谷 誠一氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 414 ―1：53．31� 20．8�
79 マイネルグアンチェ 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 日高 下河辺牧場 448 ―1：53．51� 37．0�
812 サーブルノワール 牡2青鹿54 蛯名 正義 シルクレーシング 小島 太 浦河 谷口牧場 492 ― 〃 クビ 4．1�
811 メガポリゴン 牡2鹿 54 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 528 ―1：53．71� 44．0�
710 コスモスライム 牡2鹿 54 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新ひだか マークリ牧場 464 ―1：54．55 125．1�
44 ヒロノワカムシャ 牡2黒鹿 54

51 ▲木幡 巧也小野 博郷氏 牧 光二 日高 ファーミングヤナキタ 482 ― （競走中止） 51．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，389，100円 複勝： 29，635，600円 枠連： 11，945，900円
馬連： 47，007，700円 馬単： 26，040，200円 ワイド： 26，582，800円
3連複： 57，470，600円 3連単： 85，782，600円 計： 310，854，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 340円 � 220円 � 190円 枠 連（2－5） 3，010円

馬 連 �� 5，330円 馬 単 �� 12，010円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 1，290円 �� 730円

3 連 複 ��� 9，230円 3 連 単 ��� 70，590円

票 数

単勝票数 計 263891 的中 � 15705（6番人気）
複勝票数 計 296356 的中 � 19565（6番人気）� 37053（4番人気）� 43905（3番人気）
枠連票数 計 119459 的中 （2－5） 3071（14番人気）
馬連票数 計 470077 的中 �� 6827（20番人気）
馬単票数 計 260402 的中 �� 1626（44番人気）
ワイド票数 計 265828 的中 �� 4191（21番人気）�� 5223（15番人気）�� 9672（9番人気）
3連複票数 計 574706 的中 ��� 4667（33番人気）
3連単票数 計 857826 的中 ��� 881（239番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―26．4―39．5―52．8―1：05．4―1：17．4―1：29．1―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルミューテン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Maria’s Mon 初出走

2014．5．4生 牝2栗 母 デ ラ セ ー ラ 母母 Primo Ordine 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ヒロノワカムシャ号は，4コーナー手前で急に外側に逃避したため，最後の直線コースで競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ヒロノワカムシャ号は，平成28年9月18日から平成28年10月10日まで出走停止。停止期間の満了

後に平地調教再審査。
※ウィンガーランド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

25030 9月17日 曇 良 （28中山4）第3日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時00分 （芝・右・外）
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
1：07．8
1：07．8

良
良

46 キャラメルフレンチ 牝2栗 54
51 ▲木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 惣田 英幸 450 ―1：11．2 7．0�
35 アルポアドール 牝2青鹿54 岩部 純二清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 藤春 修二 428 ―1：11．41� 38．7�
11 ダズリングテソーロ 牡2芦 54 吉田 隼人了德寺健二氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 482 ―1：11．61 10．4�
23 ハルネセジール 牝2栗 54 柴田 大知二宮 一之氏 畠山 吉宏 浦河 山田 昇史 402 ―1：11．7� 46．9�
58 クラウンジョイア 牡2青鹿54 大野 拓弥矢野 恭裕氏 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 442 ―1：11．8� 21．3�
22 ルールオブグレイス 牝2栗 54 内田 博幸 	サンデーレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 424 ― 〃 アタマ 14．8

712 ナムラウラン 牝2黒鹿54 田辺 裕信奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 420 ―1：12．01� 43．7�
815 マリノレビン 牝2青鹿54 西田雄一郎矢野まり子氏 天間 昭一 新ひだか へいはた牧場 416 ―1：12．1	 121．9�
59 マーキュリー 牡2鹿 54

52 △木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 454 ― 〃 クビ 53．6
611 ミッキークルソラ 牝2栗 54 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 470 ―1：12．31 2．0�
610 ル ア 牝2黒鹿54 戸崎 圭太榊原 浩一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 460 ― 〃 クビ 3．8�
34 カシノポルカ 牝2栗 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 菊地牧場 440 ―1：12．51� 149．4�
814 ダンエクセル 牡2鹿 54 勝浦 正樹田島榮二郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元茂牧場 432 ―1：12．81� 25．4�
713 フラッグアドミラル 牡2黒鹿 54

52 △井上 敏樹岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 438 ― 〃 クビ 88．3�
47 シ ロ イ バ ラ 牡2栗 54 西村 太一	和田牧場 和田 正道 日高 スマイルファーム 490 ―1：16．4大差 126．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，544，900円 複勝： 32，059，800円 枠連： 17，269，500円
馬連： 51，115，800円 馬単： 29，861，200円 ワイド： 28，721，900円
3連複： 63，661，300円 3連単： 93，203，300円 計： 344，437，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 260円 � 990円 � 320円 枠 連（3－4） 10，120円

馬 連 �� 8，380円 馬 単 �� 19，390円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 1，040円 �� 3，420円

3 連 複 ��� 27，230円 3 連 単 ��� 154，980円

票 数

単勝票数 計 285449 的中 � 32277（3番人気）
複勝票数 計 320598 的中 � 35680（3番人気）� 7290（8番人気）� 26881（4番人気）
枠連票数 計 172695 的中 （3－4） 1322（19番人気）
馬連票数 計 511158 的中 �� 4727（25番人気）
馬単票数 計 298612 的中 �� 1155（50番人気）
ワイド票数 計 287219 的中 �� 3440（21番人気）�� 7348（11番人気）�� 2116（32番人気）
3連複票数 計 636613 的中 ��� 1753（69番人気）
3連単票数 計 932033 的中 ��� 436（357番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．7―11．9―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．7―35．4―47．3―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャラメルフレンチ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2014．5．4生 牝2栗 母 フレンチミステリー 母母 ミスティックアイズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シロイバラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月17日まで平地競走

に出走できない。



25031 9月17日 曇 稍重 （28中山4）第3日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
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
1：47．8

重
重

35 ヒプノティスト 牡3栗 54 田辺 裕信金子真人ホール
ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 472＋ 21：53．5 2．3�

24 コスモボアソルテ 牡4芦 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 500± 0 〃 クビ 20．5�
12 トミケンシェルフ 牡4栗 57 吉田 隼人冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 沖田牧場 496＋101：53．71� 6．7�
48 ノワールギャルソン 牡4黒鹿57 吉田 豊ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 444－ 21：53．8クビ 7．1�
47 ラインフェルス 牡4栗 57 石橋 脩村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 486＋ 21：54．01� 4．4	
815 シゲルキツネダイ �3青鹿 54

51 ▲野中悠太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤本牧場 450＋ 2 〃 クビ 95．9

816 イルフォーコン 牡3黒鹿54 松岡 正海 H.F Association 尾形 和幸 浦河 福田牧場 448－ 81：54．1クビ 12．1�
11 ブラスロック 牡3鹿 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 480＋ 61：54．2� 13．2�
714 ビレッジゴールド 牡3栗 54 横山 和生村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 460－ 81：54．51� 66．4
612 シトラスクーラー �3鹿 54 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 460＋ 41：54．71� 19．4�
713 ノーブルポセイドン 牡3栗 54

52 △木幡 初也吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 青森 マルシチ牧場 506－ 61：55．76 136．4�
510 アルファスバル 牡3黒鹿54 勝浦 正樹�貴悦 小西 一男 新冠 秋田牧場 444－ 81：55．8	 277．5�
59 
 トーセンアイランド 牡4青 57 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 514－ 21：56．54 219．2�
23 ランドントウォーク 牡5青鹿57 柴田 善臣井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B470＋ 21：57．13	 170．5�
611 エドノジョンソン �4鹿 57 丸山 元気遠藤 喜松氏 小西 一男 浦河 高松牧場 462－101：58．16 118．2�
36 フェイクプロミス 牡3黒鹿 54

51 ▲木幡 巧也山上 和良氏 菊川 正達 清水 小野瀬 竜馬 490± 01：59．48 172．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，665，200円 複勝： 50，067，900円 枠連： 22，675，600円
馬連： 78，253，300円 馬単： 39，570，900円 ワイド： 45，104，300円
3連複： 99，025，500円 3連単： 139，642，500円 計： 509，005，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 350円 � 180円 枠 連（2－3） 2，040円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 950円 �� 420円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 18，070円

票 数

単勝票数 計 346652 的中 � 116383（1番人気）
複勝票数 計 500679 的中 � 124253（1番人気）� 26843（7番人気）� 68834（4番人気）
枠連票数 計 226756 的中 （2－3） 8612（9番人気）
馬連票数 計 782533 的中 �� 25539（11番人気）
馬単票数 計 395709 的中 �� 8866（14番人気）
ワイド票数 計 451043 的中 �� 11808（11番人気）�� 30202（2番人気）�� 8413（20番人気）
3連複票数 計 990255 的中 ��� 17405（17番人気）
3連単票数 計1396425 的中 ��� 5600（55番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．6―13．2―12．6―12．5―12．3―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．8―50．0―1：02．6―1：15．1―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4F50．9―3F38．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

ヒプノティスト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．6．27 東京1着

2013．2．15生 牡3栗 母 ハッピーディレンマ 母母 ハンターズマーク 10戦2勝 賞金 33，733，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェイクプロミス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月17日まで平地

競走に出走できない。

25032 9月17日 曇 良 （28中山4）第3日 第8競走 ��2，500�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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

610 プライムセラー 牡3栗 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 502＋ 82：36．2 5．3�
712 ギャラントグリフ 牡3黒鹿54 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 牧 光二 日高 鹿戸 正幸 500± 02：36．41� 5．9�
33 コスモヴェッキオ 牡3黒鹿54 松岡 正海岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 22：36．72 22．3�
711 グランドバローズ 牡3鹿 54 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 468－ 8 〃 アタマ 2．1�
22 ギンザマトリックス 牡3栗 54 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 436＋ 42：36．8クビ 34．1�
11 コウキチョウサン 牡3鹿 54 内田 博幸	チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 444＋ 4 〃 ハナ 18．4

46 � バードオンアスク 牝5鹿 55 蛯名 正義戸賀 智子氏 中舘 英二 新ひだか 藤原牧場 494＋ 42：36．9� 53．3�
34 クリミアタイガー 牡3鹿 54 津村 明秀吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 524－ 6 〃 アタマ 31．5�
57 クリノクレオパトラ 牝5黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 坂元 芳春 456－ 8 〃 クビ 88．6
45 ラ ペ ル ト ワ 牝3青 52 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 504＋ 22：37．11� 8．9�
69 テ ン カ イ チ 牡6鹿 57 吉田 豊大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム B460＋ 42：37．41	 177．8�
814� ドルチェレガート 
5栗 57

54 ▲野中悠太郎岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 444－ 22：37．5	 164．1�
813 ナンヨーテンプル 牡4黒鹿 57

54 ▲木幡 巧也中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 474－ 22：38．45 17．6�
58 � トーセンソユーズ 牡5栗 57 大野 拓弥島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 千代田牧場 506± 02：40．2大差 15．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，163，800円 複勝： 49，575，700円 枠連： 20，146，500円
馬連： 80，347，900円 馬単： 41，729，500円 ワイド： 45，240，200円
3連複： 98，570，700円 3連単： 145，618，600円 計： 517，392，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 210円 � 500円 枠 連（6－7） 460円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，420円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 9，970円 3 連 単 ��� 44，560円

票 数

単勝票数 計 361638 的中 � 54312（2番人気）
複勝票数 計 495757 的中 � 68015（3番人気）� 68852（2番人気）� 21036（8番人気）
枠連票数 計 201465 的中 （6－7） 33226（1番人気）
馬連票数 計 803479 的中 �� 35825（4番人気）
馬単票数 計 417295 的中 �� 8723（11番人気）
ワイド票数 計 452402 的中 �� 17382（4番人気）�� 8069（18番人気）�� 5705（26番人気）
3連複票数 計 985707 的中 ��� 7414（34番人気）
3連単票数 計1456186 的中 ��� 2369（134番人気）

ハロンタイム 7．2―12．1―12．5―12．7―13．1―14．0―12．8―12．9―12．2―12．1―11．3―11．4―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�
7．2―19．3―31．8―44．5―57．6―1：11．6―1：24．4―1：37．3―1：49．5―2：01．6―2：12．9―2：24．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プライムセラー �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．7．5 福島5着

2013．3．10生 牡3栗 母 トップセラー 母母 プロモーション 7戦2勝 賞金 16，550，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 リバーサイドパーク号



25033 9月17日 曇 良 （28中山4）第3日 第9競走 ��
��1，800�

し ろ い

白 井 特 別
発走14時35分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，27．9．19以降28．9．11まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

白井市長賞（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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

69 トミケンスラーヴァ 牡6鹿 55 松岡 正海冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 494－161：48．3 16．8�
711 コスモナインボール 牡4鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 474－ 8 〃 ハナ 26．2�
46 ギブアンドテイク �5栗 54 L．オールプレス 嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 470± 01：48．4� 37．8�

（新）

45 アップクォーク 牡3黒鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 498＋ 2 〃 クビ 1．5�
33 アグネスミニッツ 牡5栗 54 内田 博幸渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 504－ 6 〃 アタマ 19．9�
610 ポーラメソッド 牡5芦 54 西田雄一郎 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 506－ 8 〃 アタマ 51．8	
22 ラインハーディー 牝5栗 54 蛯名 正義大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：48．5� 5．6

813 ハ ツ ガ ツ オ 牝5鹿 53 吉田 隼人江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 516－ 21：48．6クビ 20．0�
814 スパーブデイ 牡5鹿 54 田中 勝春藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 536－ 4 〃 クビ 73．1�
34 ショウナンマルシェ �5青鹿55 横山 典弘国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 0 〃 ハナ 9．6
58 ラ デ ィ ウ ス 牡5鹿 56 石橋 脩名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 462－ 2 〃 ハナ 16．4�
57 	 キングクリチャン 牡7栗 52 吉田 豊栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B502± 01：49．23� 134．0�
712	 ブルーホール 牡5青鹿52 横山 和生�Basic 池上 昌和 新冠 佐藤 信広 448± 01：49．3� 182．7�
11 ケツァルコアトル 牡6青鹿52 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 岡田スタツド 514± 0 〃 クビ 252．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，278，200円 複勝： 111，495，700円 枠連： 23，102，300円
馬連： 118，444，000円 馬単： 66，708，800円 ワイド： 62，613，300円
3連複： 146，685，000円 3連単： 259，369，800円 計： 829，697，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 860円 � 970円 � 1，690円 枠 連（6－7） 8，710円

馬 連 �� 13，330円 馬 単 �� 32，480円

ワ イ ド �� 3，030円 �� 4，410円 �� 6，190円

3 連 複 ��� 84，230円 3 連 単 ��� 484，640円

票 数

単勝票数 計 412782 的中 � 19554（5番人気）
複勝票数 計1114957 的中 � 34996（6番人気）� 30895（7番人気）� 17075（9番人気）
枠連票数 計 231023 的中 （6－7） 2055（22番人気）
馬連票数 計1184440 的中 �� 6883（29番人気）
馬単票数 計 667088 的中 �� 1540（61番人気）
ワイド票数 計 626133 的中 �� 5366（28番人気）�� 3664（36番人気）�� 2597（43番人気）
3連複票数 計1466850 的中 ��� 1306（127番人気）
3連単票数 計2593698 的中 ��� 388（669番人気）

ハロンタイム 12．7―12．2―12．2―12．8―12．1―11．8―11．4―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―37．1―49．9―1：02．0―1：13．8―1：25．2―1：36．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トミケンスラーヴァ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2013．1．12 中山5着

2010．2．13生 牡6鹿 母 タイキクララ 母母 タイキクリスタル 27戦3勝 賞金 45，508，000円
〔制裁〕 ギブアンドテイク号の騎手L．オールプレスは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

トミケンスラーヴァ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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

25034 9月17日 曇 良 （28中山4）第3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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

510 デンコウウノ 牡5鹿 57 �島 良太田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 498－ 61：08．4 50．1�
11 エスティタート 牝3鹿 53 横山 典弘 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－10 〃 アタマ 2．8�
612 グレイトチャーター 牡4鹿 57 石橋 脩�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋101：08．61	 8．3�
59 キングハート 牡3鹿 55 北村 宏司増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 474－ 2 〃 ハナ 5．1�
12 ナイトフォックス 牡4鹿 57 丸田 恭介石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 41：08．81	 6．5	
713 エリーティアラ 牝4青鹿55 和田 竜二谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B468＋ 41：08．9
 21．2

24 ネバーリグレット �3芦 55 田辺 裕信�G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484－10 〃 クビ 15．1�
47 � テ ン テ マ リ 牝5黒鹿55 蛯名 正義中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B452＋ 2 〃 クビ 63．6�
815 ト シ ザ キ ミ 牝5鹿 55 柴田 大知上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 486－ 21：09．0
 93．2
714 イ キ オ イ 牡4鹿 57 勝浦 正樹西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 442＋ 21：09．1
 57．1�
48 クラウンカイザー 牡7黒鹿57 柴山 雄一�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 494－ 41：09．2
 190．0�
35 レッドルモンド 牡4青鹿57 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 516－ 6 〃 アタマ 6．2�
816 スノーエンジェル 牝4芦 55 柴田 善臣三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 452＋ 21：09．41	 30．4�
36 トーセンラーク 牝4栗 55 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 中神牧場 476＋10 〃 クビ 40．8�
23 センセーション 牝5鹿 55 内田 博幸田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B478－ 81：09．5クビ 43．9�
611 サンライズポパイ 牡8鹿 57 大野 拓弥松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 472＋ 21：09．71	 112．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，106，000円 複勝： 76，702，300円 枠連： 37，024，800円
馬連： 159，710，500円 馬単： 63，704，200円 ワイド： 71，080，600円
3連複： 194，224，000円 3連単： 267，770，200円 計： 920，322，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，010円 複 勝 � 940円 � 160円 � 270円 枠 連（1－5） 580円

馬 連 �� 9，380円 馬 単 �� 26，450円

ワ イ ド �� 2，870円 �� 5，650円 �� 610円

3 連 複 ��� 18，010円 3 連 単 ��� 194，710円

票 数

単勝票数 計 501060 的中 � 7992（11番人気）
複勝票数 計 767023 的中 � 15948（11番人気）� 160405（1番人気）� 70640（5番人気）
枠連票数 計 370248 的中 （1－5） 49106（1番人気）
馬連票数 計1597105 的中 �� 13187（26番人気）
馬単票数 計 637042 的中 �� 1806（72番人気）
ワイド票数 計 710806 的中 �� 6188（31番人気）�� 3099（54番人気）�� 32071（5番人気）
3連複票数 計1942240 的中 ��� 8087（55番人気）
3連単票数 計2677702 的中 ��� 997（548番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．1―11．2―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．1―45．3―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンコウウノ �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー 2013．6．30 函館2着

2011．4．1生 牡5鹿 母 ツ リ ー 母母 サクラコトミ 27戦3勝 賞金 41，769，000円



25035 9月17日 曇 稍重 （28中山4）第3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，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

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

77 メイショウスミトモ 牡5鹿 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 472－ 21：50．6 9．5�
33 ケイティブレイブ 牡3栗 54 蛯名 正義瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 岡野牧場 484－ 81：50．7� 1．7�
55 ロワジャルダン 牡5鹿 58 戸崎 圭太 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 498－ 21：51．23 3．5�
88 キ ク ノ ソ ル 牡6鹿 56 内田 博幸菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 508＋ 21：51．41	 17．5�
22 シンゼンレンジャー 牡7黒鹿56 田中 勝春原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 502－ 21：51．5� 85．3�
66 ビービーバーレル 牝3栗 51 丸田 恭介坂東 勝彦氏 中舘 英二 浦河 絵笛牧場 488－121：51．71 5．1	
11 ナリタポセイドン 牡7鹿 56 武士沢友治
オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 484－ 61：52．44 73．4�
89 トウシンイーグル 
8鹿 57 丸山 元気
サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 478－ 21：52．61� 68．8�
44 セイカアヴァンサ 牡4鹿 56 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 448＋ 21：53．34 190．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 78，141，500円 複勝： 125，798，700円 枠連： 34，746，100円
馬連： 187，294，400円 馬単： 127，098，700円 ワイド： 79，243，900円
3連複： 233，679，600円 3連単： 708，980，700円 計： 1，574，983，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 150円 � 110円 � 110円 枠 連（3－7） 700円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 250円 �� 330円 �� 160円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 5，950円

票 数

単勝票数 計 781415 的中 � 65379（4番人気）
複勝票数 計1257987 的中 � 80326（4番人気）� 788980（1番人気）� 168738（2番人気）
枠連票数 計 347461 的中 （3－7） 38092（3番人気）
馬連票数 計1872944 的中 �� 203232（3番人気）
馬単票数 計1270987 的中 �� 41931（10番人気）
ワイド票数 計 792439 的中 �� 75727（3番人気）�� 51337（5番人気）�� 156943（1番人気）
3連複票数 計2336796 的中 ��� 287834（2番人気）
3連単票数 計7089807 的中 ��� 86327（21番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．4―12．4―12．0―12．3―12．8―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．1―48．5―1：00．5―1：12．8―1：25．6―1：37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．8
1
3
3－6＝（2，5）－7－9－（4，8）－1
3－6－（2，5）－7－8，9－4，1

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

勝馬の
紹 介

メイショウスミトモ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2013．8．3 函館1着

2011．4．22生 牡5鹿 母 ム ゲ ン 母母 サンヨウアロー 33戦6勝 賞金 129，734，000円

25036 9月17日 曇 稍重 （28中山4）第3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

612 レッドゲルニカ 牡3鹿 55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 550－ 21：11．0 2．9�
47 サクラエルカミーノ 牡5鹿 57 田辺 裕信�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 468－121：11．32 10．8�
12 オレオールカフェ 牡3黒鹿55 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 448＋ 41：11．83 15．1�
816 ノーモアベット 牡4青鹿 57

55 △井上 敏樹髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 454－ 61：11．9� 99．9�
714 トモジャポルックス 牡3芦 55 横山 典弘吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田中 裕之 472＋ 61：12．0� 31．6�
23 タイセイプレシャス �4栗 57 内田 博幸田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 472－ 41：12．1� 7．6	
713 ジ ュ ン ゲ ル 牡3鹿 55

52 ▲野中悠太郎幅田 昌伸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 462－ 41：12．2� 62．3

59 スループオブウォー 牡4栗 57 柴田 大知�G1レーシング 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－101：12．3� 54．4�
510 リネンソング 牡3黒鹿55 丹内 祐次戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 460－ 61：12．4クビ 275．0�
48 トミケンチャダル 牝4鹿 55 和田 竜二冨樫 賢二氏 武市 康男 新ひだか 服部 牧場 B480－12 〃 クビ 17．5
815	 サイモングレゴリー 牡4黒鹿 57

54 ▲木幡 巧也澤田 昭紀氏 天間 昭一 浦河 三嶋牧場 502± 0 〃 ハナ 202．0�
36 モンサンビアンカ 牝4芦 55

52 ▲菊沢 一樹山下 新一氏 菊沢 隆徳 新冠 秋田牧場 450－121：12．5� 12．0�
611 ロードインスパイア 牡3青鹿55 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 448± 01：12．71
 3．1�
11 ダンガンコゾウ 牡4栗 57 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 81：12．91� 219．2�
24 ラッキーガナドール 牝3青鹿 53

51 △原田 和真上羽 浩平氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 B484－101：13．96 27．4�

35 シゲルサケガシラ 牡3鹿 55 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 パカパカ
ファーム 438－ 41：14．0� 27．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，107，800円 複勝： 80，783，300円 枠連： 51，970，900円
馬連： 214，843，600円 馬単： 77，816，800円 ワイド： 90，358，400円
3連複： 246，298，200円 3連単： 360，286，100円 計： 1，193，465，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 270円 � 270円 枠 連（4－6） 690円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 710円 �� 890円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 8，750円 3 連 単 ��� 36，590円

票 数

単勝票数 計 711078 的中 � 191403（1番人気）
複勝票数 計 807833 的中 � 153660（2番人気）� 71032（5番人気）� 69980（6番人気）
枠連票数 計 519709 的中 （4－6） 58020（4番人気）
馬連票数 計2148436 的中 �� 88396（7番人気）
馬単票数 計 778168 的中 �� 19194（8番人気）
ワイド票数 計 903584 的中 �� 33722（7番人気）�� 26078（9番人気）�� 14427（19番人気）
3連複票数 計2462982 的中 ��� 21092（27番人気）
3連単票数 計3602861 的中 ��� 7138（107番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―12．1―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―46．3―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドゲルニカ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Point Given デビュー 2015．12．19 中山3着

2013．3．24生 牡3鹿 母 エポカブラヴァ 母母 Aucilla 10戦2勝 賞金 23，050，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 セイウンアワード号・ファーストオーサー号



（28中山4）第3日 9月17日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 176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 手 当

203，750，000円
2，530，000円
14，640，000円
1，300，000円
20，580，000円
65，066，750円
4，576，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
484，788，800円
754，035，900円
291，289，800円
1，183，012，700円
616，163，800円
604，168，800円
1，480，954，900円
2，543，567，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，957，982，200円

総入場人員 18，645名 （有料入場人員 16，384名）
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