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25061 9月25日 曇 重 （28中山4）第6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）
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

510 シゲルコング 牡2鹿 54 内田 博幸森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 増本 良孝 498± 01：11．9 2．5�
47 スズカグラーテ 牝2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 432－ 61：12．11� 3．4�
713 セ ラ ミ ス ト 牝2青鹿54 戸崎 圭太 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 474＋101：12．2� 6．1�
612 ネ コ ビ ッ チ 牡2鹿 54

52 △伴 啓太桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 468± 01：12．94 22．0�
24 フォルテメンテ 牡2鹿 54 丸田 恭介伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 桑嶋 峰雄 482－ 61：13．11� 36．4�
35 リンガスネオ 牡2黒鹿54 田辺 裕信伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 478＋ 6 〃 クビ 7．7�
815 キチロクエンパイア 牝2黒鹿 54

52 △原田 和真山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 村田牧場 448－ 81：13．2クビ 273．7	
48 ウイニングムスメ 牝2鹿 54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 8 〃 クビ 150．6�
714 ア ン ヌ 牝2栗 54 吉田 豊
ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 470－ 21：13．94 15．7�
611 カツノシックスス 牡2鹿 54 的場 勇人勝野産業
 伊藤 伸一 新ひだか 西村 和夫 426＋ 41：14．0� 103．5
36 カシノルーラー 牡2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 藤沢牧場 468± 01：14．1クビ 361．5�
23 ニシノヒスイ 牝2青 54 L．オールプレス 西山 茂行氏 星野 忍 新ひだか 田原安田牧場 478＋ 21：14．31� 27．9�

（新）

12 シゲルクロヒョウ 牡2黒鹿 54
52 △井上 敏樹森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 日高大洋牧場 450± 01：14．4	 41．7�

816 アイファーダンサー 牝2栗 54
51 ▲野中悠太郎中島 稔氏 竹内 正洋 新ひだか 静内山田牧場 408－ 41：14．6	 21．0�

59 アルタイルキララ 牝2青鹿54 宮崎 北斗島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム 470＋ 41：15．66 258．3�

11 マヤノブリリアンス 牝2鹿 54 木幡 初広田所 英子氏 牧 光二 新ひだか 藤沢牧場 450＋ 41：17．9大差 78．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，736，900円 複勝： 43，635，000円 枠連： 15，819，000円
馬連： 66，045，400円 馬単： 35，797，400円 ワイド： 41，691，200円
3連複： 95，247，700円 3連単： 121，654，200円 計： 449，626，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（4－5） 500円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 180円 �� 280円 �� 390円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 2，840円

票 数

単勝票数 計 297369 的中 � 92673（1番人気）
複勝票数 計 436350 的中 � 131302（1番人気）� 88417（2番人気）� 54885（3番人気）
枠連票数 計 158190 的中 （4－5） 24202（1番人気）
馬連票数 計 660454 的中 �� 103732（1番人気）
馬単票数 計 357974 的中 �� 27769（1番人気）
ワイド票数 計 416912 的中 �� 68135（1番人気）�� 36199（2番人気）�� 23525（3番人気）
3連複票数 計 952477 的中 ��� 91586（1番人気）
3連単票数 計1216542 的中 ��� 30961（1番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．6―12．1―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．5―46．6―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルコング �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．24 福島8着

2014．4．30生 牡2鹿 母 ド ゥ オ ナ ー 母母 オナーザミント 4戦1勝 賞金 7，750，000円
〔制裁〕 スズカグラーテ号の騎手菊沢一樹は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔調教再審査〕 スズカグラーテ号は，競走中終始外側に逃避しようとし，また4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再

審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マヤノブリリアンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月25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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タイセイマルス号
（非抽選馬）10頭 アースヴィグラス号・クリノヒミコ号・コパカバーナ号・セブンハーバー号・テイエムボサノバ号・

プティトシャンティ号・ブラックモトヒメ号・ヤマノブロンコ号・ユメノカガヤキ号・リネンカイソク号
※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。

25062 9月25日 曇 稍重 （28中山4）第6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

816 ア マ ノ ガ ワ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 436± 01：36．7 1．7�
48 スビールアスール 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 巧也�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 466－ 6 〃 クビ 15．3�
36 タックボーイ 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 81：36．8クビ 4．4�
11 パルクリール 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 410＋10 〃 クビ 18．9�
612 シゲルタイガー 牡2鹿 54 蛯名 正義森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 21：36．9クビ 9．5	
59 アパラチアン 牝2栗 54 大野 拓弥
須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 420＋ 2 〃 クビ 28．6�
815 シチテンハッキ 牝2鹿 54 柴田 善臣 H.F Association 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 442＋ 41：37．0� 53．8�
47 ウインクバック 牝2栗 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 81：37．21� 11．5
23 レインボーショット 牝2芦 54 丸山 元気 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 448＋ 4 〃 クビ 97．0�
24 コスモプラシデス 牡2鹿 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新冠 ビッグレッドファーム 438＋121：37．3クビ 111．4�
35 グロースアルティヒ 牡2鹿 54 内田 博幸白井 岳氏 黒岩 陽一 浦河 絵笛牧場 470＋ 8 〃 クビ 44．5�
713 クリノミルキー 牝2鹿 54

52 △原田 和真栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 有限会社
松田牧場 444± 01：37．51� 295．1�

611 ニシノリヒト 牡2鹿 54 村田 一誠西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 日西牧場 430－ 8 〃 クビ 228．1�
714 トモジャプリマ 牝2黒鹿54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 438＋101：37．81� 95．2�
510 キャプテンワイルド 牡2芦 54 横山 典弘佐藤 範夫氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 490± 01：38．12 60．8�
12 ハニーロコガール 牝2芦 54 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 41：38．63 162．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，530，500円 複勝： 81，119，800円 枠連： 18，390，900円
馬連： 68，022，900円 馬単： 44，693，100円 ワイド： 42，286，700円
3連複： 92，268，100円 3連単： 145，876，900円 計： 527，188，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 130円 枠 連（4－8） 450円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 440円 �� 200円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 5，530円

票 数

単勝票数 計 345305 的中 � 160689（1番人気）
複勝票数 計 811198 的中 � 499543（1番人気）� 38907（5番人気）� 84182（2番人気）
枠連票数 計 183909 的中 （4－8） 31402（2番人気）
馬連票数 計 680229 的中 �� 47237（4番人気）
馬単票数 計 446931 的中 �� 22898（5番人気）
ワイド票数 計 422867 的中 �� 22483（4番人気）�� 63722（1番人気）�� 12653（8番人気）
3連複票数 計 922681 的中 ��� 47296（3番人気）
3連単票数 計1458769 的中 ��� 19105（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．3―36．4―48．8―1：01．2―1：13．2―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

ア マ ノ ガ ワ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2016．8．20 新潟5着

2014．3．11生 牝2黒鹿 母 メイショウマンテン 母母 メイショウサンサン 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔制裁〕 スビールアスール号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16

番・15番・12番）
※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 グラマシー号・コスモワンエイティ号・バガーチ号

第４回 中山競馬 第６日



25063 9月25日 曇 重 （28中山4）第6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）
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

11 ベバスカーン 牡3鹿 56 石橋 脩千明牧場 勢司 和浩 浦河 田中スタッド 542＋ 81：54．8 13．6�
47 フッカツノノロシ 牡3黒鹿 56

54 △木幡 初也福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 490＋ 41：55．01� 8．0�
714 アンカーマン 牡3黒鹿56 田中 勝春 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－181：55．21 40．7�
510� ア イ ヴ ァ ン 牡3栗 54 福永 祐一吉田 和美氏 堀 宣行 豪

Arrowfield Pastoral Pty Ltd &
Planette Thoroughbred, Bel-
ford Productio

B532－ 61：55．51	 2．6�
59 � エラクレーア 牝3青鹿54 戸崎 圭太吉田 和美氏 木村 哲也 独 Gestut Wit-

tekindshof 500－ 41：55．6クビ 4．0�
611 バークレアヴィガ 牝3鹿 54 吉田 隼人鈴木 義孝氏 土田 稔 日高 賀張三浦牧場 408－ 81：55．92 57．6�
713 グレートエンパイア 牡3鹿 56 田辺 裕信	明栄商事 小西 一男 日高 高柳 隆男 478－ 21：56．11 4．5

815 レッドリッジ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 巧也 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 542＋121：56．31
 10．0�

48 スマートアルファ 牝3芦 54
52 △伴 啓太トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 千代田牧場 454± 01：57．57 98．2�

36 ソ ノ ラ 牝3黒鹿54 柴山 雄一山本 武司氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：58．24 170．0
816 ゴールデンアトム 牝3青鹿54 横山 和生永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 408＋ 21：58．3クビ 295．7�
24 ショウナンハウメア 牝3鹿 54 L．オールプレス�湘南 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 500－101：58．93� 223．2�

（新）

612 マイネルサダクビア 牡3鹿 56 柴田 大知 	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 434± 0 〃 アタマ 57．6�

35 ア ペ リ ラ 牝3鹿 54 杉原 誠人 �シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 450－ 81：59．64 70．7�
12 � アンブラッセモワ 牝3鹿 54 勝浦 正樹	ラ・メール 松永 康利 仏 Haras de

la Huderie 464± 02：00．87 359．0�
23 スズランフェスタ 牝3鹿 54 津村 明秀鈴木 修平氏 鈴木 伸尋 新ひだか 城地 清満 458－ 22：01．43� 83．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，049，000円 複勝： 51，711，000円 枠連： 21，726，000円
馬連： 78，902，900円 馬単： 44，194，300円 ワイド： 48，031，800円
3連複： 113，395，700円 3連単： 166，218，600円 計： 559，229，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 330円 � 260円 � 940円 枠 連（1－4） 5，510円

馬 連 �� 5，450円 馬 単 �� 11，740円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 6，100円 �� 4，950円

3 連 複 ��� 66，910円 3 連 単 ��� 378，950円

票 数

単勝票数 計 350490 的中 � 20485（6番人気）
複勝票数 計 517110 的中 � 41789（6番人気）� 57190（4番人気）� 12520（7番人気）
枠連票数 計 217260 的中 （1－4） 3055（13番人気）
馬連票数 計 789029 的中 �� 11200（14番人気）
馬単票数 計 441943 的中 �� 2822（30番人気）
ワイド票数 計 480318 的中 �� 8744（14番人気）�� 2002（38番人気）�� 2475（30番人気）
3連複票数 計1133957 的中 ��� 1271（101番人気）
3連単票数 計1662186 的中 ��� 318（548番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―13．0―13．2―12．8―12．7―12．5―12．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―37．8―51．0―1：03．8―1：16．5―1：29．0―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3
16，4（1，10）3（9，15）2（6，11，14）12（7，13）－5，8・（16，10，15，14）（1，4，13）9，11，6（2，7）12（3，8）5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ベバスカーン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2016．1．16 中山3着

2013．2．12生 牡3鹿 母 ユメノオーラ 母母 レッダンゴールド 5戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走状況〕 アペリラ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンハウメア号・マイネルサダクビア号・アペリラ号・アンブラッセモワ号・

スズランフェスタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月25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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アイティターボ号・オイヌサマ号・コスモオリオン号・ヌーベルデフィー号・レッドゼルク号・レーヴドブラン号
（非抽選馬） 2頭 ドウザンブルー号・ライジングティアラ号
※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。

25064 9月25日 晴 重 （28中山4）第6日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走11時40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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

816 ファンヴィー 牡2栗 54 内田 博幸猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 518 ―1：12．1 10．1�
24 キンシノクリーン 牡2鹿 54 福永 祐一若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 土田農場 442 ―1：12．31 5．4�
12 ダイメイライナー 牝2栗 54

52 △井上 敏樹宮本 孝一氏 本間 忍 新ひだか 木村 秀則 484 ― 〃 アタマ 5．8�
35 ポンテドーロ 牡2鹿 54

52 △木幡 初也櫻井 盛夫氏 久保田貴士 新ひだか 有限会社石川牧場 494 ―1：12．61� 17．8�
611 キャプテンルフィ 牡2黒鹿54 西田雄一郎千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 478 ―1：13．34 12．9�
47 ロ ゼ マ ッ ハ 牡2鹿 54 的場 勇人髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 450 ― 〃 アタマ 48．5�
59 モンサンルリアン 牡2鹿 54

51 ▲木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B488 ―1：13．4クビ 21．9	
714 ヨイマチグサ 牝2芦 54 丸田 恭介片山 博志氏 佐藤 吉勝 浦河 絵笛牧場 456 ―1：13．61� 37．8

815 ザッツクール 牡2黒鹿54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 454 ― 〃 ハナ 2．6�
36 パルナッソス 牡2芦 54 L．オールプレス �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 492 ―1：13．7クビ 9．5

（新）

713 オリジナルデザイン 牝2栗 54 松岡 正海�明栄商事 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 486 ―1：13．8� 146．9�
510 スピーディクール 牡2栗 54 柴山 雄一ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 466 ―1：14．01 28．4�
23 アルシュオール 牝2鹿 54 吉田 隼人平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 青森 石田 英機 474 ―1：14．53 83．8�
11 カシノジャック 牡2黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 馬道 隆 476 ―1：14．81� 82．3�
612 サンマルアルティマ 牡2黒鹿54 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 中村 雅明 482 ―1：14．9� 130．2�
48 ラストステージ 牝2栗 54 大野 拓弥福田 光博氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 432 ―1：15．32� 60．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，558，800円 複勝： 41，158，200円 枠連： 21，615，400円
馬連： 64，930，800円 馬単： 34，700，500円 ワイド： 37，541，400円
3連複： 81，576，800円 3連単： 109，877，300円 計： 425，959，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 250円 � 200円 � 160円 枠 連（2－8） 640円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 5，900円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 960円 �� 550円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ��� 32，380円

票 数

単勝票数 計 345588 的中 � 27285（5番人気）
複勝票数 計 411582 的中 � 38561（4番人気）� 53258（3番人気）� 73342（2番人気）
枠連票数 計 216154 的中 （2－8） 25948（2番人気）
馬連票数 計 649308 的中 �� 17959（10番人気）
馬単票数 計 347005 的中 �� 4404（24番人気）
ワイド票数 計 375414 的中 �� 8413（12番人気）�� 9830（10番人気）�� 18235（4番人気）
3連複票数 計 815768 的中 ��� 13333（13番人気）
3連単票数 計1098773 的中 ��� 2460（95番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．7―12．2―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―34．1―46．3―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．0
3 9，11（4，16）10（2，15）－14，5－3（1，6）＝7－（13，12）－8 4 9（4，11，16）－（2，10，15）－（5，14）－（3，1，6）－7＝13－12，8

勝馬の
紹 介

ファンヴィー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2014．4．10生 牡2栗 母 クラックコード 母母 マジックコード 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 サンマルアルティマ号の騎手小島太一は，馬場入場に遅れたことについて過怠金30，000円。
※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 オシノイッテ号・プリンスオブサクラ号・モダンフォーチュン号・ロードナカヤマ号
※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。



25065 9月25日 晴 良 （28中山4）第6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

813 キャナルストリート 牝2黒鹿54 柴山 雄一村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 452 ―2：02．9 2．2�
57 ベストリゾート 牡2鹿 54 田辺 裕信保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 462 ― 〃 ハナ 6．9�
45 アグニシャイン 牡2栗 54 丸田 恭介片山 晃氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 446 ―2：03．22 10．9�
22 ベルウッドデナリ 牡2黒鹿54 蛯名 正義鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 490 ―2：03．83� 29．5�
68 パ ラ ボ ラ 牡2鹿 54 大野 拓弥 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 512 ―2：03．9� 59．5�
69 ハッスルバッスル 牡2黒鹿54 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか タイヘイ牧場 486 ―2：04．11� 22．4�
11 フィーリングハート 牝2黒鹿54 柴田 大知 	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 448 ― 〃 ハナ 8．9

710 ミッシングリンク 牝2栗 54 石橋 脩小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 514 ―2：04．2� 15．3�
44 ローグナイト 牡2鹿 54 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504 ―2：04．51� 22．6�
711 コスモストレンジ 牡2栗 54 松岡 正海岡田ゆりか氏 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 468 ―2：05．03 119．0
812 クーリールレーヴ 牡2鹿 54 丸山 元気齋藤 實氏 和田 雄二 日高 株式会社カ

ネツ牧場 452 ―2：05．42� 193．3�
33 サンキューゴッド 牡2鹿 54 戸崎 圭太星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 514 ―2：06．14 4．6�
56 プ リ ン セ ス 牝2黒鹿54 吉田 隼人 M・

Kenichiホールディング	 池上 昌和 新ひだか 橋本牧場 474 ―2：08．2大差 36．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 39，609，100円 複勝： 40，093，500円 枠連： 17，490，000円
馬連： 67，929，700円 馬単： 39，260，400円 ワイド： 39，547，800円
3連複： 83，983，700円 3連単： 125，029，100円 計： 452，943，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 190円 � 220円 枠 連（5－8） 910円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 410円 �� 480円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 9，800円

票 数

単勝票数 計 396091 的中 � 139793（1番人気）
複勝票数 計 400935 的中 � 108808（1番人気）� 47105（3番人気）� 38229（5番人気）
枠連票数 計 174900 的中 （5－8） 14830（3番人気）
馬連票数 計 679297 的中 �� 46654（3番人気）
馬単票数 計 392604 的中 �� 19229（3番人気）
ワイド票数 計 395478 的中 �� 26063（2番人気）�� 21349（4番人気）�� 11834（10番人気）
3連複票数 計 839837 的中 ��� 25552（6番人気）
3連単票数 計1250291 的中 ��� 9248（15番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―13．2―12．4―13．0―12．5―12．1―11．7―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．1―37．3―49．7―1：02．7―1：15．2―1：27．3―1：39．0―1：50．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キャナルストリート �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Cozzene 初出走

2014．3．5生 牝2黒鹿 母 フィラストリート 母母 Phydilla 1戦1勝 賞金 7，000，000円

25066 9月25日 晴 重 （28中山4）第6日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系3歳以上
発走13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
2：28．8
2：28．6

重
不良

12 トーセンアーネスト 牡4鹿 57 菅原 隆一島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ
スティファーム 518＋ 82：34．5 4．5�

714� ハヤブサライデン 牡4鹿 57
54 ▲藤田菜七子�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 484－ 42：34．71� 106．7�

612 ケイブルグラム 牡3鹿 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B510± 02：35．02 4．7�
59 サンホッブズ 牡3鹿 54 松岡 正海加藤 信之氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 472＋ 22：35．63� 7．0�
48 バイタルフォース 	4鹿 57 戸崎 圭太前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512± 02：36．23� 2．9	
816� ララクードゥリオン 牡4青鹿57 西田雄一郎フジイ興産
 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 506－102：36．62� 47．8�
713 レ オ ニ ー ズ 牡5鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 42：36．7
 6．0�
510 インパルション 	7鹿 57

54 ▲野中悠太郎岡田 牧雄氏 大江原 哲 日高 出口牧場 478＋122：37．55 63．8
24 ランドントウォーク 牡5青鹿 57

54 ▲菊沢 一樹井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 472＋ 22：37．92� 222．1�
11 セイカエドミザカ 牡3栗 54 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 478＋18 〃 クビ 44．6�
815 ノーブルクリスタル 牡4鹿 57 上野 翔吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム 468± 02：38．53� 148．4�
611� サトノギャラクシー 牡4青鹿57 内田 博幸里見 治氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 538＋ 62：38．71� 40．3�
23 ディヴェルテンテ 牡3鹿 54

52 △原田 和真�宮内牧場 池上 昌弘 日高 神島 芳仁 B466－ 62：38．9
 392．9�
36 ブライトガーランド 牝3栗 52

50 △木幡 初也下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 484＋ 42：39．32� 25．8�
47 レッドスペラーレ 牡3鹿 54 宮崎 北斗 
東京ホースレーシング 中川 公成 千歳 社台ファーム B492－102：39．93� 173．1�
35 シャドウシティー 牡5鹿 57 横山 和生飯塚 知一氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B482＋ 22：40．11� 38．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，397，900円 複勝： 51，773，200円 枠連： 20，661，000円
馬連： 86，933，100円 馬単： 43，670，300円 ワイド： 45，590，100円
3連複： 115，982，700円 3連単： 152，000，200円 計： 553，008，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 1，640円 � 200円 枠 連（1－7） 980円

馬 連 �� 44，260円 馬 単 �� 67，670円

ワ イ ド �� 8，270円 �� 410円 �� 11，660円

3 連 複 ��� 47，760円 3 連 単 ��� 389，390円

票 数

単勝票数 計 363979 的中 � 63971（2番人気）
複勝票数 計 517732 的中 � 96739（2番人気）� 5777（12番人気）� 75275（3番人気）
枠連票数 計 206610 的中 （1－7） 16291（4番人気）
馬連票数 計 869331 的中 �� 1522（47番人気）
馬単票数 計 436703 的中 �� 484（86番人気）
ワイド票数 計 455901 的中 �� 1329（46番人気）�� 31844（3番人気）�� 940（56番人気）
3連複票数 計1159827 的中 ��� 1821（82番人気）
3連単票数 計1520002 的中 ��� 283（602番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．6―12．5―14．4―13．8―13．4―12．9―12．3―12．3―12．5―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�
12．9―24．4―37．0―49．5―1：03．9―1：17．7―1：31．1―1：44．0―1：56．3―2：08．6―2：21．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンアーネスト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．7．19 福島8着

2012．4．8生 牡4鹿 母 ビーチフェスタ 母母 ビーチフラッグ 21戦3勝 賞金 33，150，000円
※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。
（非抽選馬） 3頭 ゴールドミライ号・シャイニーダスト号・スカイステージ号



25067 9月25日 曇 良 （28中山4）第6日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時30分 （芝・右・外）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

47 ユメノマイホーム 牝4栗 55 吉田 隼人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 452± 01：33．3 14．1�
48 ショウナンアンセム 牡3芦 55 戸崎 圭太�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 466± 01：33．61� 2．4�
612 エーデルメイシュ 牝3鹿 53

52 ☆長岡 禎仁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 474－ 61：33．7	 49．8�

510 ホクラニミサ 牝5黒鹿55 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 460－ 41：33．8� 17．7�
23 アイリーグレイ 牝4芦 55

52 ▲木幡 巧也前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B458－ 4 〃 ハナ 22．0	
11 スターファセット 牝4鹿 55 柴山 雄一吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 460＋ 41：33．9クビ 4．3

35 クリーンファンキー 牝3栗 53 松岡 正海石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 478－ 81：34．0	 16．7�
24 
 シ ン ガ ン 牡5青鹿57 北村 宏司林 正道氏 的場 均 愛 Castlemartin Sky

& Skymarc Farm 486± 01：34．21	 152．3�
611� ムーンドロップ 牡5鹿 57 横山 和生�Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 450－ 21：34．41� 60．5
713 ダイワブレイディ 6芦 57

54 ▲菊沢 一樹大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 504－ 81：34．61� 31．7�
815 リリカルホワイト 牝3芦 53 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 522＋241：34．81� 40．8�
12 ダイチラディウス 牡3鹿 55

53 △原田 和真 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 450＋16 〃 ハナ 330．9�
816
 ミスドバウィ 牝3鹿 53 福永 祐一林 正道氏 斎藤 誠 英 Sir Eric

Parker B480＋14 〃 アタマ 10．2�
714� ハートオブジュン 牝5鹿 55 石橋 脩�広富牧場 松山 将樹 浦河 信成牧場 488＋281：34．9	 191．2�
36 アオイサンシャイン 牝3黒鹿53 横山 典弘新谷 幸義氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋ 41：35．21� 6．5�
59 メジャースターダム 牡3栗 55 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 568＋ 81：35．51� 51．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，340，800円 複勝： 65，846，500円 枠連： 26，683，900円
馬連： 110，569，500円 馬単： 50，531，500円 ワイド： 61，394，400円
3連複： 140，174，700円 3連単： 187，118，100円 計： 686，659，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 300円 � 140円 � 950円 枠 連（4－4） 1，520円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 4，430円

ワ イ ド �� 670円 �� 6，180円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 20，630円 3 連 単 ��� 139，420円

票 数

単勝票数 計 443408 的中 � 25061（5番人気）
複勝票数 計 658465 的中 � 51783（4番人気）� 166253（1番人気）� 13035（12番人気）
枠連票数 計 266839 的中 （4－4） 13535（5番人気）
馬連票数 計1105695 的中 �� 54462（5番人気）
馬単票数 計 505315 的中 �� 8544（14番人気）
ワイド票数 計 613944 的中 �� 24994（5番人気）�� 2452（52番人気）�� 7041（23番人気）
3連複票数 計1401747 的中 ��� 5096（65番人気）
3連単票数 計1871181 的中 ��� 973（402番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．2―11．9―11．7―11．4―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―34．6―46．5―58．2―1：09．6―1：21．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ユメノマイホーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．6．14 函館10着

2012．2．19生 牝4栗 母 ニシノユメヲミセテ 母母 ア フ ァ フ 30戦2勝 賞金 51，602，000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 グレイスフルワード号・シャインレッド号・ショウナンサスケ号・ナッツスター号・ニシノオタケビ号

25068 9月25日 曇 重 （28中山4）第6日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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

24 チュラカーギー 牝3栗 53 福永 祐一瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 472－ 21：10．8 5．7�
11 リンガスウーノ 牝3栗 53 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 484＋ 21：11．54 3．5�
815 クイーンズターフ 牝4青鹿55 横山 典弘合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 安平 ノーザンファーム 478＋361：11．6クビ 20．2�
59 ラミアカーサ 牝4栗 55

52 ▲藤田菜七子藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 440－ 4 〃 ハナ 9．0�

714 レアドロップ 牝3芦 53
50 ▲木幡 巧也岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 454－ 4 〃 クビ 7．4�

36 メリートーン 牝3鹿 53 柴山 雄一水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 456± 01：11．7クビ 29．2	
713 アルマククナ 牝3鹿 53 津村 明秀コウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 大西ファーム 434＋ 4 〃 クビ 65．0

12 シグナリング 牝3鹿 53 戸崎 圭太�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 446－ 21：11．8� 7．9�
611 ナナイロボタン 牝4栗 55 石橋 脩 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 486＋ 41：11．9� 18．0�
612 ニケトップラン 牝3鹿 53 田中 勝春島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 448＋ 21：12．0クビ 66．2�
48 � ベルベットムーブ 牝3鹿 53 大野 拓弥伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 メイプルファーム 430－111：12．21	 40．0�
510 ス ズ ダ リ ア 牝4鹿 55 内田 博幸小紫惠美子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 468＋10 〃 クビ 5．4�
23 カゼニモマケズ 牝4栗 55 大庭 和弥江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 462＋18 〃 ハナ 229．1�
816 トウカイマインド 牝5鹿 55 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 464－ 41：12．3クビ 50．9�
47 � 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 424＋ 41：12．51	 85．1�
35 ニシノグリーディ 牝3鹿 53

51 △伴 啓太西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 坂 牧場 436－ 81：12．92� 100．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，005，200円 複勝： 73，260，300円 枠連： 31，870，000円
馬連： 122，780，300円 馬単： 54，798，400円 ワイド： 65，355，800円
3連複： 157，123，300円 3連単： 209，260，900円 計： 760，454，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 160円 � 480円 枠 連（1－2） 740円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，730円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 6，680円 3 連 単 ��� 26，300円

票 数

単勝票数 計 460052 的中 � 64358（3番人気）
複勝票数 計 732603 的中 � 101724（3番人気）� 144318（1番人気）� 30077（8番人気）
枠連票数 計 318700 的中 （1－2） 33062（2番人気）
馬連票数 計1227803 的中 �� 93749（1番人気）
馬単票数 計 547984 的中 �� 19709（3番人気）
ワイド票数 計 653558 的中 �� 37401（2番人気）�� 9242（23番人気）�� 12660（15番人気）
3連複票数 計1571233 的中 ��� 17625（18番人気）
3連単票数 計2092609 的中 ��� 5768（73番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．8―12．3―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―34．3―46．6―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チュラカーギー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2015．12．5 中山2着

2013．1．31生 牝3栗 母 キッズスター 母母 Dart Star 6戦2勝 賞金 17，700，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 スナッチアキス号・ライディングハイ号



25069 9月25日 曇 良 （28中山4）第6日 第9競走 ��
��2，000�

ふ よ う

芙蓉ステークス
発走14時35分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：59．8

良
良

33 キングズラッシュ 牡2鹿 54 柴田 善臣諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 520＋ 62：04．2 3．5�
55 レジェンドセラー 牡2鹿 54 戸崎 圭太�G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 510－ 2 〃 アタマ 1．9�
11 ショワドゥロワ 牡2黒鹿54 北村 宏司村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 488＋122：04．51� 9．0�
44 サトノクロノス 牡2青鹿54 福永 祐一里見 治氏 池江 泰寿 日高 シンボリ牧場 444＋ 8 〃 ハナ 5．7�
77 エトルディーニュ 牡2青鹿54 田辺 裕信柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 474－ 22：04．6クビ 8．3�
22 フ レ ー バ ー 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 豊 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 82：05．13 39．4	
88 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 436＋ 22：06．710 151．5�
66 ブルーオーシャン 牡2鹿 54 岩部 純二
ミルファーム 尾関 知人 平取 有限会社中

田牧場 442＋ 82：07．01� 184．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 57，961，700円 複勝： 60，908，600円 枠連： 発売なし
馬連： 97，312，400円 馬単： 65，162，600円 ワイド： 38，830，800円
3連複： 95，534，800円 3連単： 326，622，800円 計： 742，333，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 110円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 160円 �� 370円 �� 250円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 2，540円

票 数

単勝票数 計 579617 的中 � 131335（2番人気）
複勝票数 計 609086 的中 � 94702（2番人気）� 310870（1番人気）� 53326（5番人気）
馬連票数 計 973124 的中 �� 238966（1番人気）
馬単票数 計 651626 的中 �� 62644（3番人気）
ワイド票数 計 388308 的中 �� 76479（1番人気）�� 21874（7番人気）�� 36849（4番人気）
3連複票数 計 955348 的中 ��� 107718（3番人気）
3連単票数 計3266228 的中 ��� 92865（8番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―12．7―12．5―14．0―13．2―12．6―12．0―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．1―36．8―49．3―1：03．3―1：16．5―1：29．1―1：41．1―1：52．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．1
1
3
・（4，7）－3，1，2，5－6－8・（4，7）3（1，2，5）－6，8

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

勝馬の
紹 介

キングズラッシュ 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．7．24 福島1着

2014．3．17生 牡2鹿 母 リ コ リ ス 母母 ジューンアナガリス 2戦2勝 賞金 23，189，000円
〔制裁〕 エトルディーニュ号の調教師小桧山悟は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

25070 9月25日 曇 良 （28中山4）第6日 第10競走 ��
��1，600�

そ と ぼ う

外 房 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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

23 オルレアンローズ 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 高木 登 新冠 ヒカル牧場 478＋ 61：33．4 8．4�

713 チョコレートバイン 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 444－ 21：33．5� 8．4�
48 ルグランパントル 	4鹿 57 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 2 〃 ハナ 20．9�
12 スターオブペルシャ 牡3栗 55 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 506－ 2 〃 ハナ 6．0�
611 ストリートキャップ 牡4芦 57 田辺 裕信 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 486－ 4 〃 ハナ 18．2	
24 ジョーウォルター 牡5鹿 57 福永 祐一上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 466－161：33．6クビ 20．9

815 パワースラッガー 牡5鹿 57 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 486＋ 21：33．81
 32．6�
510 メイショウメイゲツ 牝4鹿 55 吉田 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 462＋ 21：33．9� 10．7�
714 ブランドベルグ 牡4青鹿57 横山 典弘 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 478－ 41：34．0クビ 2．7
35 ロングシャドウ 牡6青鹿57 内田 博幸飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 512－ 21：34．1� 140．9�
36 ナムラバイオレット 牝3栗 53 津村 明秀奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 488± 01：34．31 36．8�
47 タガノカムイ 牡4栗 57 石橋 脩八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋ 4 〃 ハナ 6．6�
11 シベリアンタイガー 	5鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 464± 0 〃 ハナ 169．9�
816 レオフラッパー 牝4栗 55 木幡 巧也�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 476＋ 81：34．51� 168．6�
612 ショウナンワダチ 牡5芦 57 蛯名 正義国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 484－ 21：34．6� 138．5�
59 パイロキシン 牡4栗 57 L．オールプレス 加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B498＋ 21：34．81
 169．4�

（新）

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，217，500円 複勝： 97，198，700円 枠連： 44，986，300円
馬連： 201，886，700円 馬単： 87，708，000円 ワイド： 91，071，800円
3連複： 261，875，800円 3連単： 382，795，400円 計： 1，230，740，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 330円 � 280円 � 510円 枠 連（2－7） 810円

馬 連 �� 5，270円 馬 単 �� 10，180円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 2，280円 �� 2，930円

3 連 複 ��� 29，190円 3 連 単 ��� 133，100円

票 数

単勝票数 計 632175 的中 � 59585（5番人気）
複勝票数 計 971987 的中 � 77414（6番人気）� 97335（4番人気）� 45650（7番人気）
枠連票数 計 449863 的中 （2－7） 42734（3番人気）
馬連票数 計2018867 的中 �� 29671（23番人気）
馬単票数 計 877080 的中 �� 6456（40番人気）
ワイド票数 計 910718 的中 �� 14867（21番人気）�� 10254（29番人気）�� 7929（37番人気）
3連複票数 計2618758 的中 ��� 6728（97番人気）
3連単票数 計3827954 的中 ��� 2085（451番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―34．9―46．2―57．8―1：09．5―1：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オルレアンローズ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．12．20 中山1着

2013．5．2生 牝3鹿 母 テンザンローズ 母母 コウエイシャダイ 6戦3勝 賞金 34，557，000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。

１レース目 ３レース目



25071 9月25日 曇 良 （28中山4）第6日 第11競走 ��
��2，200�第62回産経賞オールカマー（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
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，27．9．26以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，27．9．25以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

産経新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 840，000円 240，000円 120，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

56 ゴールドアクター 牡5青鹿58 吉田 隼人居城 寿与氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 496＋ 62：11．9 2．0�
11 サトノノブレス 牡6黒鹿56 福永 祐一里見 治氏 池江 泰寿 洞�湖 メジロ牧場 506＋10 〃 クビ 7．0�
55 ツクバアズマオー 牡5鹿 56 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 472－ 22：12．11 19．4�
22 クリールカイザー 牡7栗 56 田辺 裕信横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B484－ 22：12．2クビ 14．3�
67 マリアライト 牝5黒鹿56 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 440＋ 2 〃 クビ 2．9�
33 	 ショウナンバッハ 牡5鹿 56 戸崎 圭太国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 446＋ 42：12．3クビ 25．5	
811 ワンアンドオンリー 牡5黒鹿57 内田 博幸前田 幸治氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋ 8 〃 クビ 18．8

79 アクションスター 牡6栗 56 大野 拓弥福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 42：12．93
 191．5�
812 カレンミロティック �8栗 56 柴田 大知鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 452－ 6 〃 クビ 24．4�
710 サムソンズプライド 牡6鹿 56 横山 典弘 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 472－ 4 〃 アタマ 95．0
44 マイネルメダリスト 牡8鹿 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 B500＋102：13．96 269．8�
68 � エーシンマックス 牡6栗 56 石橋 脩�栄進堂 西園 正都 英 Newsells

Park Stud 504－ 42：14．32
 129．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 198，920，900円 複勝： 170，437，300円 枠連： 97，371，500円 馬連： 593，271，600円 馬単： 346，643，300円
ワイド： 245，802，300円 3連複： 846，982，900円 3連単： 2，154，001，300円 5重勝： 724，971，500円 計： 5，378，402，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 200円 � 250円 枠 連（1－5） 750円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 370円 �� 460円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 8，070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����� 187，330円

票 数

単勝票数 計1989209 的中 � 769668（1番人気）
複勝票数 計1704373 的中 � 528684（1番人気）� 183465（3番人気）� 131506（4番人気）
枠連票数 計 973715 的中 （1－5） 99556（2番人気）
馬連票数 計5932716 的中 �� 543224（2番人気）
馬単票数 計3466433 的中 �� 209469（3番人気）
ワイド票数 計2458023 的中 �� 181386（2番人気）�� 139772（4番人気）�� 43863（15番人気）
3連複票数 計8469829 的中 ��� 234208（7番人気）
3連単票数 計21540013 的中 ��� 193338（21番人気）
5重勝票数 計7249715 的中 ����� 2709

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．5―35．4―47．4―59．9―1：12．0―1：24．3―1：36．5―1：48．6―1：59．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドアクター �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 キョウワアリシバ デビュー 2013．11．24 東京7着

2011．5．18生 牡5青鹿 母 ヘイロンシン 母母 ハッピーヒエン 16戦9勝 賞金 555，398，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりゴールドアクター号は，天皇賞（秋）（GⅠ）競走に優先出走できる。

25072 9月25日 曇 重 （28中山4）第6日 第12競走 ��
��1，800�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

510 ケンベストカフェ 牡4黒鹿57 内田 博幸中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 470－ 21：53．7 7．9�
816 ク ラ シ コ 牡4鹿 57 福永 祐一林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 510＋18 〃 クビ 4．2�
815 ワイドリーザワン 牡4黒鹿57 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B452＋ 21：54．02 27．5�
36 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 478－ 21：54．31� 12．1�
713 プラチナダリア 牡3鹿 54 L．オールプレス 田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 552＋141：54．72� 30．7�

（新）

714 インストレーション 牡5鹿 57 吉田 隼人 �シルクレーシング 中川 公成 日高 庄野牧場 536＋ 21：54．8クビ 5．2	
35 チェストケゴールド 牡3鹿 54 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 平取 船越 伸也 480± 0 〃 アタマ 40．1

24 	 ヌ ー ナ 牝4黒鹿 55

54 ☆長岡 禎仁岡田 牧雄氏 小島 茂之 米
Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

524－ 8 〃 クビ 40．0�
11 ワイルドゲーム 牡3鹿 54 柴田 善臣合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 480－ 21：54．9クビ 33．0�
48 プライズコレクター 牡3栗 54 吉田 豊明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 470－ 61：55．11
 15．6�
23 ピアシングステア 牡4栗 57

54 ▲木幡 巧也水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 490－ 41：55．31� 3．4�
59 レアルイモン 牡4栗 57 二本柳 壮井門 昭二氏 松永 康利 日高 坂 牧場 B494－ 61：55．51
 22．5�
47 カ ム イ 牡3鹿 54 田辺 裕信川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 466＋101：55．81� 22．2�
12 コスモコレクション 牡3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 浦河 岡本 昌市 B468＋101：56．22� 77．4�
611 シーサイドジャズ 牡4芦 57 北村 宏司金子真人ホール

ディングス 萩原 清 安平 ノーザンファーム 498± 01：56．51� 92．9�
612 フクノドービル �4鹿 57 丹内 祐次福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 490＋ 6 〃 ハナ 203．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 90，514，600円 複勝： 129，670，000円 枠連： 69，654，900円
馬連： 297，626，200円 馬単： 110，021，500円 ワイド： 136，909，900円
3連複： 363，636，500円 3連単： 555，269，200円 計： 1，753，302，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 240円 � 230円 � 650円 枠 連（5－8） 1，440円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 6，610円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 4，020円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 19，220円 3 連 単 ��� 113，680円

票 数

単勝票数 計 905146 的中 � 90951（4番人気）
複勝票数 計1296700 的中 � 154603（4番人気）� 162463（3番人気）� 43485（9番人気）
枠連票数 計 696549 的中 （5－8） 37296（7番人気）
馬連票数 計2976262 的中 �� 77307（10番人気）
馬単票数 計1100215 的中 �� 12476（20番人気）
ワイド票数 計1369099 的中 �� 31954（10番人気）�� 8604（40番人気）�� 14837（26番人気）
3連複票数 計3636365 的中 ��� 14188（58番人気）
3連単票数 計5552692 的中 ��� 3541（339番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―37．8―51．2―1：04．1―1：17．0―1：29．1―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F36．7
1
3
10，14（6，16）（2，5，7）（3，8，13）9，4，11，1，15－12・（10，16）（14，13，9，1）（6，7）（5，11）（2，8，3）－（4，15）－12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケンベストカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 End Sweep デビュー 2014．9．28 新潟7着

2012．5．24生 牡4黒鹿 母 ダークエンディング 母母 Dark Champagne 16戦3勝 賞金 35，610，000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） 1頭 クリノチョモラーリ号
（非抽選馬） 1頭 ウインオベロン号
※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。

５レース目



（28中山4）第6日 9月25日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 177頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

297，650，000円
12，790，000円
1，980，000円
34，320，000円
2，000，000円
68，098，250円
4，806，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
710，842，900円
906，812，100円
386，268，900円
1，856，211，500円
957，181，300円
894，054，000円
2，447，782，700円
4，635，724，000円
724，971，500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
5 重 勝
計 13，519，848，900円

総入場人員 33，438名 （有料入場人員 ）
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