
25025 9月16日 曇 良 （29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

816 シ ス ル 牝2青 54 三浦 皇成中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 474＋ 81：12．7 6．8�
714 ディアバビアナ 牝2栗 54 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 484－ 61：12．8� 1．9�
612 デルマシャンパン 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 初也浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 458＋ 41：13．01� 73．7�
35 イサチルルンルン 牝2鹿 54 津村 明秀小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 426－ 61：13．1� 8．9�
23 ジャベルアンドレ 牝2鹿 54 石橋 脩髙嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 524－ 21：13．31� 9．2�
713 グラスコマチ 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子半沢	 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 432－ 41：13．4� 64．7

59 サイモンジルバ 牝2鹿 54 大野 拓弥澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 470＋121：13．5クビ 68．9�
48 タイセイパルフェ 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 456－ 21：13．81� 20．2�
815 ク レ マ ン 牝2芦 54

51 ▲野中悠太郎片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上 欽哉 460－ 4 〃 アタマ 96．4
510 ショウナンダズル 牝2青鹿54 北村 宏司国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 下河辺牧場 502－ 21：14．22� 21．2�
611 ニシノバーチョ 牝2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 440± 0 〃 ハナ 51．4�
24 マイキャラット 牝2鹿 54 柴田 善臣飯田 正剛氏 小島 茂之 新ひだか 千代田牧場 454－ 2 〃 アタマ 14．3�
11 シ ガ ー ル 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 田中 清隆 新ひだか 藤沢牧場 474－ 21：14．41� 40．6�
12 ジョリルミエール 牝2鹿 54 丸山 元気後藤 英成氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 422－ 61：14．61� 127．0�
36 カクカクシカジーカ 牝2芦 54 江田 照男芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 418－ 21：15．23� 64．7�
47 ビバラエポボン 牝2黒鹿54 杉原 誠人	ミルファーム 本間 忍 日高 本間牧場 454－ 21：15．41� 111．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，367，300円 複勝： 69，263，300円 枠連： 15，714，800円
馬連： 62，510，300円 馬単： 34，029，300円 ワイド： 45，093，700円
3連複： 94，711，700円 3連単： 119，718，400円 計： 473，408，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 170円 � 110円 � 1，400円 枠 連（7－8） 580円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 290円 �� 4，840円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 10，480円 3 連 単 ��� 48，890円

票 数

単勝票数 計 323673 的中 � 40210（2番人気）
複勝票数 計 692633 的中 � 69538（2番人気）� 363594（1番人気）� 5113（15番人気）
枠連票数 計 157148 的中 （7－8） 20873（2番人気）
馬連票数 計 625103 的中 �� 69519（1番人気）
馬単票数 計 340293 的中 �� 15734（4番人気）
ワイド票数 計 450937 的中 �� 47879（1番人気）�� 2146（45番人気）�� 4766（25番人気）
3連複票数 計 947117 的中 ��� 6778（30番人気）
3連単票数 計1197184 的中 ��� 1775（132番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．6―12．3―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．2―46．5―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ス ル �
�
父 ノボジャック �

�
母父 Singspiel デビュー 2017．7．1 福島3着

2015．4．18生 牝2青 母 ジュピターズビコー 母母 Willow Gold 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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ロトヴィーナス号

25026 9月16日 曇 良 （29中山4）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時40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
1：52．7
1：50．9

良
不良

24 ミッキーチャイルド 牡2鹿 54 横山 典弘野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 460＋ 21：56．8 2．9�
510 アメノムラクモ 牡2鹿 54 吉田 隼人高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 北島牧場 504± 01：57．01� 5．1�
11 アシャカデッシュ 牡2鹿 54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 登別 登別上水牧場 494－ 61：57．32 5．2�
714 ムルシェラゴ 牡2黒鹿54 戸崎 圭太�KTレーシング 奥村 武 浦河 高岸 順一 526＋121：57．4クビ 6．3�
12 ロージズキング 牡2栗 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 506± 01：57．5� 46．1�
612 ビビッドプルメージ 牡2青鹿 54

53 ☆井上 敏樹 	コスモヴューファーム 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 468＋121：57．6� 9．6

815 サンマルアナザー 牡2鹿 54 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 470± 01：58．23� 46．5�
713 エルノヴィオ 牡2黒鹿 54

52 △伴 啓太橋本 忠雄氏 本間 忍 日高 藤本ファーム 462＋ 41：58．41� 203．2�
611 セイカフェボリット 牡2黒鹿54 田辺 裕信久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 466＋ 21：59．57 47．7
35 キタノペガサス 牡2黒鹿54 長岡 禎仁北所 直人氏 竹内 正洋 日高 広富牧場 446± 01：59．71 90．9�
48 マイネルポーチカ 牡2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 中村 雅明 484＋ 21：59．91� 109．9�
36 ファーストペンギン 牡2鹿 54 大野 拓弥松田 整二氏 新開 幸一 平取 びらとり牧場 496＋ 62：00．0� 19．3�
59 エムティトランプ 牡2栗 54 丸山 元気�門別牧場 清水 英克 新冠 対馬 正 496－ 42：00．1� 70．8�
47 カシノソルジャー 牡2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 490＋12 〃 ハナ 50．2�
816 カシノクリス 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか タイヘイ牧場 450＋ 42：00．41� 40．9�
23 グランカナーレ 牡2栗 54 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 上井農場 460± 02：00．61� 118．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，738，100円 複勝： 36，110，800円 枠連： 13，585，600円
馬連： 54，194，400円 馬単： 26，844，300円 ワイド： 33，880，600円
3連複： 73，090，800円 3連単： 89，198，800円 計： 352，643，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 160円 � 160円 枠 連（2－5） 880円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 430円 �� 290円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 6，250円

票 数

単勝票数 計 257381 的中 � 71873（1番人気）
複勝票数 計 361108 的中 � 88967（1番人気）� 51258（4番人気）� 54719（2番人気）
枠連票数 計 135856 的中 （2－5） 11873（3番人気）
馬連票数 計 541944 的中 �� 43838（3番人気）
馬単票数 計 268443 的中 �� 11592（4番人気）
ワイド票数 計 338806 的中 �� 19725（3番人気）�� 32619（1番人気）�� 15909（5番人気）
3連複票数 計 730908 的中 ��� 40851（2番人気）
3連単票数 計 891988 的中 ��� 10342（6番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．9―13．2―13．1―12．8―12．5―13．5―14．2

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．2
1
3
1－4（2，12）8，14，3，10（7，9）15，6－13，16（5，11）
1（4，12）14（2，10）（9，6，15）8，3，13，7，5，11，16

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

勝馬の
紹 介

ミッキーチャイルド �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2017．8．6 新潟6着

2015．2．18生 牡2鹿 母 ミッキーレモン 母母 イルネージュ 3戦1勝 賞金 5，750，000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。
（非抽選馬） 2頭 アポロエレノア号・コスモグラトナス号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 中山競馬 第３日



25027 9月16日 曇 良 （29中山4）第3日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走11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

59 ディアジラソル 牝2鹿 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 土田農場 424＋ 21：09．6 13．4�
47 キ ャ ク タ ス 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎中村 祐子氏 栗田 徹 新ひだか 谷藤 弘美 448± 0 〃 クビ 17．9�
814 セイウンクールガイ 牡2栗 54 大野 拓弥西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 438＋ 41：09．91� 8．8�
610 レディライク 牝2鹿 54

51 ▲横山 武史 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 420－ 2 〃 アタマ 7．0�
712 ダイメイジャスミン 牝2鹿 54 丸田 恭介宮本 孝一氏 石毛 善彦 浦河 谷川牧場 392－ 41：10．0� 6．1	
35 シゲルコシアブラ 牡2鹿 54 丸山 元気森中 蕃氏 青木 孝文 新ひだか 松田牧場 454＋161：10．1� 213．3

11 マヤノフロスティ 牡2芦 54

53 ☆木幡 巧也田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 498－ 21：10．2� 7．8�
22 サカショウクィーン 牝2鹿 54 岩部 純二坂田 行夫氏 天間 昭一 青森 町屋 勝幸 420＋ 21：10．3� 216．5�
815 ナンヨーセゾニエ 牝2鹿 54 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418＋ 61：10．61� 6．2
58 ニシノエイユウ 牡2鹿 54 吉田 隼人西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 476± 01：11．02� 140．0�
34 イ セ ベ ル 牝2鹿 54 田中 勝春谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 450± 01：11．42� 55．3�
46 トリプルキセキ 牡2鹿 54 戸崎 圭太�LS.M 森 秀行 新ひだか 山際牧場 442－ 2 〃 ハナ 3．4�
611 ククリナイフ 牡2黒鹿54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 谷原 義明 日高 豊洋牧場 432－ 41：11．71� 365．8�
23 ホ ク セ ツ �2青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム B480－ 41：12．33� 94．5�
713 キラメキサマー 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 404± 01：13．68 159．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，975，200円 複勝： 42，670，700円 枠連： 15，897，100円
馬連： 58，837，800円 馬単： 28，943，300円 ワイド： 36，292，100円
3連複： 76，379，800円 3連単： 94，578，700円 計： 381，574，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 310円 � 410円 � 240円 枠 連（4－5） 1，550円

馬 連 �� 6，990円 馬 単 �� 14，850円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 1，300円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 21，290円 3 連 単 ��� 137，680円

票 数

単勝票数 計 279752 的中 � 17578（7番人気）
複勝票数 計 426707 的中 � 36053（7番人気）� 25281（8番人気）� 51847（5番人気）
枠連票数 計 158971 的中 （4－5） 7942（8番人気）
馬連票数 計 588378 的中 �� 6516（27番人気）
馬単票数 計 289433 的中 �� 1461（55番人気）
ワイド票数 計 362921 的中 �� 5208（27番人気）�� 7249（22番人気）�� 4651（28番人気）
3連複票数 計 763798 的中 ��� 2690（61番人気）
3連単票数 計 945787 的中 ��� 498（393番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．2―11．6―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．2―45．8―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアジラソル �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2017．7．29 札幌6着

2015．3．24生 牝2鹿 母 ノーザンスター 母母 ノーザンハマナス 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キラメキサマー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月16日まで平地

競走に出走できない。

25028 9月16日 曇 良 （29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 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
1：08．7
1：08．7

重
重

35 ダノンイーグル 牡3栗 56 田辺 裕信�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 492＋ 21：12．3 1．6�
611 ラヴタクティクス 牝3栗 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 天間 昭一 日高 若林 順一 492＋17 〃 クビ 78．4�
12 ジャルダンヴェール 牝3栗 54 伊藤 工真平井 裕氏 金成 貴史 浦河 岡部牧場 436＋ 41：12．4クビ 10．7�
23 キャプテンルフィ 牡3黒鹿56 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 482－ 21：12．82� 7．7�
714 トウカイジュリア 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 470＋ 6 〃 アタマ 218．3�
510 ミ ラ ド ー ル 牝3青 54 丹内 祐次水上 行雄氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B440－ 2 〃 ハナ 19．1	
36 ピ ネ ロ ー ロ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�G1レーシング 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B456＋101：12．9� 29．6

816 エーデルワイス 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹河原 義宏氏 高木 登 浦河 桑田フアーム 490－ 81：13．32� 4．9�
612 ショウブノセック 牡3栗 56

54 △伴 啓太古賀 慎一氏 尾形 和幸 むかわ 上水牧場 470＋ 41：13．51� 18．7�
47 ハニーポット 牝3栗 54 吉田 隼人平田 修氏 中川 公成 日高 ヤナガワ牧場 440－ 4 〃 アタマ 27．9
59 シセイウタゲ 牝3青鹿54 吉田 豊猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 412＋ 21：13．6クビ 168．1�
11 サコウイッパク 牡3黒鹿56 丸山 元気村島 昭男氏 根本 康広 新ひだか 木村 秀則 506＋121：14．02� 180．8�
815 テイクマイチャンス 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新冠 タニグチ牧場 B458＋ 41：14．53 180．7�
713 サーカディアン 牝3鹿 54 武士沢友治加藤 徹氏 小桧山 悟 新冠 大狩部牧場 452－12 〃 ハナ 441．0�
24 ヴァンドゥーズ 牝3黒鹿54 小野寺祐太 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 408－141：14．6� 126．6�
48 ブルーアステル 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子 �ブルーマネジメント根本 康広 日高 加藤牧場 482 ―1：17．1大差 101．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，297，600円 複勝： 114，160，400円 枠連： 15，316，900円
馬連： 63，623，000円 馬単： 39，366，300円 ワイド： 43，247，000円
3連複： 85，328，500円 3連単： 139，841，900円 計： 534，181，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 1，090円 � 210円 枠 連（3－6） 1，030円

馬 連 �� 5，800円 馬 単 �� 7，170円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 300円 �� 5，730円

3 連 複 ��� 11，110円 3 連 単 ��� 41，550円

票 数

単勝票数 計 332976 的中 � 158878（1番人気）
複勝票数 計1141604 的中 � 815603（1番人気）� 6998（9番人気）� 53206（4番人気）
枠連票数 計 153169 的中 （3－6） 11421（5番人気）
馬連票数 計 636230 的中 �� 8495（13番人気）
馬単票数 計 393663 的中 �� 4115（21番人気）
ワイド票数 計 432470 的中 �� 4770（22番人気）�� 44196（3番人気）�� 1744（38番人気）
3連複票数 計 853285 的中 ��� 5758（28番人気）
3連単票数 計1398419 的中 ��� 2440（108番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―12．4―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―46．6―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンイーグル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．15 東京9着

2014．1．22生 牡3栗 母 ココナッツパルム 母母 ココパシオン 11戦1勝 賞金 13，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルーアステル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月16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。
（非抽選馬） 8頭 カクタスバンガー号・クリノダヴィンチ号・ジュジョール号・ジュローズ号・シーソルティキッス号・

チュウワカレント号・ノヴァルーナ号・マスカルポーネ号



25029 9月16日 曇 良 （29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

22 ス ピ ア ー ノ 牝2黒鹿54 松岡 正海清水 正江氏 池上 昌和 日高 荒井ファーム 452 ―1：50．3 26．1�
34 マイネルファンロン 牡2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 450 ― 〃 ハナ 2．0�
815 サ ラ ー ブ 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482 ―1：50．51� 4．4�
46 ショウナンワダツミ 牡2栗 54 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 静内フアーム 440 ―1：50．81� 13．1�
35 ケイアイスープラ 牡2鹿 54 吉田 豊亀田 和弘氏 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 438 ―1：50．9� 39．1	
611 レイナデルビエント 牝2鹿 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 436 ― 〃 クビ 8．2

58 シャドウラーテル 牡2黒鹿54 石橋 脩橋本 征道氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 478 ―1：51．32	 20．9�
59 ス リ ル 牡2黒鹿54 柴田 善臣林 正道氏 的場 均 新冠 秋田牧場 492 ―1：51．4	 63．0�
47 モダンクラシック 牡2栗 54 三浦 皇成中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 今井 秀樹 454 ―1：51．5	 55．5
23 ハッスルボーイ 牡2青鹿54 津村 明秀田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 秋場牧場 450 ―1：51．6� 149．9�
11 
 アースジーニアス 牡2栗 54

51 ▲横山 武史 �グリーンファーム和田 正道 米 James David
Squires 492 ―1：51．81� 82．5�

713 ニシノエクレール 牝2黒鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 小西 一男 新ひだか 本桐牧場 468 ―1：52．01� 20．1�
712 ベ リ ッ シ マ 牝2青鹿54 横山 典弘磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 460 ―1：53．49 75．9�
610 ヘルムスマン 牡2鹿 54 内田 博幸�ノースヒルズ 黒岩 陽一 新冠 平山牧場 492 ―1：53．82	 23．8�
814 マンバノケンチャン 牡2鹿 54 丸山 元気内田 玄祥氏 根本 康広 日高 佐々木 康治 508 ―1：54．22	 104．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，135，000円 複勝： 42，865，600円 枠連： 16，990，200円
馬連： 60，734，700円 馬単： 30，212，700円 ワイド： 37，953，300円
3連複： 76，240，900円 3連単： 97，405，200円 計： 399，537，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，610円 複 勝 � 380円 � 110円 � 140円 枠 連（2－3） 1，800円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 5，900円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，500円 �� 240円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 28，570円

票 数

単勝票数 計 371350 的中 � 12072（8番人気）
複勝票数 計 428656 的中 � 17080（7番人気）� 138632（1番人気）� 77527（2番人気）
枠連票数 計 169902 的中 （2－3） 7277（8番人気）
馬連票数 計 607347 的中 �� 22971（7番人気）
馬単票数 計 302127 的中 �� 3840（18番人気）
ワイド票数 計 379533 的中 �� 11832（7番人気）�� 5695（16番人気）�� 47463（1番人気）
3連複票数 計 762409 的中 ��� 20630（6番人気）
3連単票数 計 974052 的中 ��� 2471（73番人気）

ハロンタイム 12．9―12．5―12．4―12．9―12．2―12．2―11．9―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．4―37．8―50．7―1：02．9―1：15．1―1：27．0―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ス ピ ア ー ノ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 マイネルラヴ 初出走

2015．3．11生 牝2黒鹿 母 マイネレーヌ 母母 グレースマリヤ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※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 マノン号

25030 9月16日 曇 良 （29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 （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

12 メイショウヒサカタ 牝2栗 54 戸崎 圭太松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 三嶋牧場 470 ―1：13．4 1．8�
713 ミコジェンヌ 牝2栗 54 丹内 祐次古賀 慎一氏 谷原 義明 浦河 松栄牧場 442 ―1：14．03� 20．6�
816 ラッキーチャンス 牝2鹿 54 勝浦 正樹堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 日高 日西牧場 452 ― 〃 クビ 7．4�
11 � レファレンスブック 牝2鹿 54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 池上 昌和 英 Broughton

Bloodstock 458 ―1：14．74 16．6�
36 ウィンターパレス 牝2青鹿54 田辺 裕信 H.R.H．プリンセス・ハヤ 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482 ―1：14．8クビ 4．5�
815 ア サ ヒ キ リ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 484 ―1：15．01� 105．9	
611 ショーエクセレント 牝2栗 54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 472 ―1：15．1	 53．8

23 � ロータスクイーン 牝2黒鹿 54

51 ▲横山 武史�須野牧場 和田 正道 米
Robert Estill
Courtney Jr. & Dr.
H. Steve Conboy

494 ―1：15．3	 45．3�
714 エリンゼフィール 牝2栗 54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 大栄牧場 470 ―1：16．04 54．8
35 アーチャーズリング 牝2栗 54

53 ☆木幡 巧也門野 文典氏 柴田 政人 日高 新井 昭二 428 ―1：16．1� 41．1�
510 タツオウカランブ 牝2栗 54

52 △伴 啓太鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 450 ―1：16．2� 52．8�
24 ホーリークロス 牝2栗 54 菅原 隆一田頭 勇貴氏 的場 均 むかわ 桑原牧場 436 ―1：16．41
 271．3�
59 カシノリヤン 牝2栗 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド 470 ―1：16．61� 114．8�
48 アドバンスマルス 牡2鹿 54 内田 博幸広尾レース� 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 508 ― 〃 クビ 60．3�
47 ゴルゴンゾーラ 牝2鹿 54 江田 照男内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 前川 隆範 406 ―1：16．7クビ 30．0�
612 ラブリートーク 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹福田 光博氏 加藤 和宏 新ひだか 前田ファーム 446 ―1：17．33� 183．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，378，500円 複勝： 39，781，600円 枠連： 19，139，600円
馬連： 59，673，900円 馬単： 32，574，600円 ワイド： 36，361，000円
3連複： 72，964，800円 3連単： 99，440，300円 計： 395，314，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 260円 � 160円 枠 連（1－7） 990円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 580円 �� 300円 �� 990円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 11，440円

票 数

単勝票数 計 353785 的中 � 162846（1番人気）
複勝票数 計 397816 的中 � 159681（1番人気）� 23862（5番人気）� 51633（3番人気）
枠連票数 計 191396 的中 （1－7） 14928（3番人気）
馬連票数 計 596739 的中 �� 28614（5番人気）
馬単票数 計 325746 的中 �� 11831（6番人気）
ワイド票数 計 363610 的中 �� 15398（5番人気）�� 34863（2番人気）�� 8564（9番人気）
3連複票数 計 729648 的中 ��� 18925（6番人気）
3連単票数 計 994403 的中 ��� 6298（24番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．0―12．5―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．4―47．9―1：00．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．0
3 2（7，16）（1，13）11，14，9－3，4（10，5）－15－12（8，6） 4 2（7，16，13）1，11－9－14－3，4（10，5）（15，6）12－8

勝馬の
紹 介

メイショウヒサカタ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サンダーガルチ 初出走

2015．4．15生 牝2栗 母 メイショウマンテン 母母 メイショウサンサン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ホーリークロス号の騎手菅原隆一は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

アーチャーズリング号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成29年9月23日から
平成29年10月1日まで騎乗停止。（被害馬：10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。
（非当選馬） 4頭 エルモアレッタ号・タケノライデン号・ダッシュトマホーク号・パスイ号



25031 9月16日 曇 良 （29中山4）第3日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時30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
1：57．8
1：56．1

良
良

48 クインズゴールド 牝3鹿 54 津村 明秀亀田 和弘氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 428＋ 42：03．0 17．4�
35 スパイラルダイブ 牡3青鹿56 三浦 皇成�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 42：03．21� 4．1�
59 ムスターヴェルク 牝3青鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 476＋122：03．3� 5．0�
36 ホウオウジャンプ 牡3鹿 56 大野 拓弥小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 510＋ 62：03．4	 9．2�
817 エ ナ ホ ー プ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 松永 康利 日高 沖田牧場 492± 0 〃 ハナ 8．3	
24 イ ム ノ ス 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎 �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 396－ 42：03．5クビ 13．8


23 メイプルストロング 牡3鹿 56
53 ▲横山 武史節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 500－ 4 〃 ハナ 25．9�

11 ピンクスパイダー 牡3鹿 56 吉田 豊 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 北田 剛 434＋ 82：03．71� 18．9�
715 エスポワールママン 牝3栗 54 江田 照男吉見 典子氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 450＋ 8 〃 クビ 16．1
714 リバーサルフィルム 牡3芦 56 内田 博幸 �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 488－ 8 〃 ハナ 15．1�
510 パラディラタン 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹堀 祥子氏 加藤 和宏 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434＋ 6 〃 ハナ 36．8�

12 メイショウユーコン 牝3黒鹿54 蛯名 正義松本 好雄氏 小島 太 様似 猿倉牧場 436－102：04．01� 50．1�
818 ベルウッドミライ 牡3黒鹿56 松岡 正海鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 市川フアーム 468＋ 4 〃 ハナ 21．3�
816 スカイノーヴァ 牝3黒鹿54 北村 宏司 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 432－ 42：04．1� 127．9�
47 ミニマルプラン 牝3黒鹿54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 416＋ 2 〃 クビ 182．7�
713 プリンセスアイリス 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹山内 晃氏 和田正一郎 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋142：04．31� 399．5�

611 オーランガバード 牡3青鹿56 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 千歳 社台ファーム B462± 02：04．4	 8．3�
612 ア ン ヌ ヴ ン 牝3鹿 54 的場 勇人一村 哲也氏 高木 登 日高 高山牧場 B480＋122：05．03� 235．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，404，700円 複勝： 61，795，300円 枠連： 26，197，200円
馬連： 92，177，700円 馬単： 37，970，000円 ワイド： 57，498，800円
3連複： 120，713，700円 3連単： 136，339，600円 計： 569，097，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 430円 � 170円 � 200円 枠 連（3－4） 2，210円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 8，660円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 1，920円 �� 510円

3 連 複 ��� 7，570円 3 連 単 ��� 54，370円

票 数

単勝票数 計 364047 的中 � 16730（9番人気）
複勝票数 計 617953 的中 � 29574（7番人気）� 109084（1番人気）� 84851（2番人気）
枠連票数 計 261972 的中 （3－4） 9159（10番人気）
馬連票数 計 921777 的中 �� 21820（8番人気）
馬単票数 計 379700 的中 �� 3285（29番人気）
ワイド票数 計 574988 的中 �� 10012（11番人気）�� 7348（24番人気）�� 31029（1番人気）
3連複票数 計1207137 的中 ��� 11951（12番人気）
3連単票数 計1363396 的中 ��� 1818（107番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．2―38．5―51．1―1：04．1―1：16．3―1：28．1―1：39．7―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．9
1
3

13（17，11）（8，10，6）（9，16）（4，5，18）2，15（7，12）（1，3，14）
13（17，11）（8，9）10（6，16）4（5，18，15）2（12，14）（7，3）－1

2
4

13－17，11（8，10）（6，9）（4，16）（5，18）2，15（7，12）（1，3，14）
17（13，11）（8，9）（10，6）（4，16）（5，18，15）2（14，3）（7，1）12

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クインズゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Stuka デビュー 2016．7．10 福島6着

2014．1．12生 牝3鹿 母 ストールンハート 母母 Stolen Woman 13戦1勝 賞金 9，650，000円
〔制裁〕 パラディラタン号の騎手菊沢一樹は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8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。
（非抽選馬） 3頭 コスモライジン号・ベストプレディクト号・マジックバラード号

25032 9月16日 曇 良 （29中山4）第3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

816 サ ノ コ コ 牝4鹿 55 津村 明秀佐野 信幸氏 栗田 徹 新冠 武田 修一 500± 01：11．2 7．0�
23 プティトシャンティ 牝3青鹿 53

50 ▲菊沢 一樹三野順一郎氏 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B458＋161：11．73 61．5�
59 ワシントンレガシー 牝3芦 53 吉田 豊吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 ハナ 3．5�
510 シーエーパイロット 牝3黒鹿53 大野 拓弥小林 弘明氏 勢司 和浩 平取 坂東牧場 482＋ 4 〃 クビ 6．5�
35 パパラヴズマンボ 牝5青鹿55 北村 宏司�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B450－ 21：11．8� 93．1�
12 ウィズエモーション 牝4鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 480－ 21：12．11� 5．1	
714 サンクタリリアス 牝5芦 55 江田 照男�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 484＋101：12．2� 61．7

47 ヴ ァ ル ー ル 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 初也 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 444± 01：12．41� 168．5�
48 オヒアレフア 牝4青鹿 55

52 ▲藤田菜七子�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 B448＋ 61：12．61 32．2
11 メイショウルミナス 牝3黒鹿53 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 468＋ 2 〃 ハナ 71．9�
713 フレンドパリ 牝3黒鹿 53

50 ▲野中悠太郎横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 446＋121：12．81� 26．4�
611 ハイブリッドダンス 牝4黒鹿55 蛯名 正義水上 行雄氏 萩原 清 新ひだか 前川 正美 476＋ 21：13．11� 5．4�
24 ハイデンガールズ 牝4栗 55 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 454± 0 〃 アタマ 21．5�
36 シグナリング 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 454－ 41：13．2� 39．7�
612 ノボホウセイ 牝4栗 55 三浦 皇成�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 494－ 61：13．62� 12．1�
815 リオファンク 牝3鹿 53

50 ▲横山 武史阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 堤 牧場 486＋ 41：14．66 80．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，567，400円 複勝： 60，003，300円 枠連： 25，870，800円
馬連： 94，220，700円 馬単： 39，523，800円 ワイド： 56，609，100円
3連複： 121，983，000円 3連単： 147，096，200円 計： 580，874，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 250円 � 1，340円 � 160円 枠 連（2－8） 4，610円

馬 連 �� 22，620円 馬 単 �� 38，290円

ワ イ ド �� 6，020円 �� 610円 �� 3，700円

3 連 複 ��� 31，280円 3 連 単 ��� 296，230円

票 数

単勝票数 計 355674 的中 � 40386（5番人気）
複勝票数 計 600033 的中 � 61150（5番人気）� 8592（14番人気）� 121249（1番人気）
枠連票数 計 258708 的中 （2－8） 4341（17番人気）
馬連票数 計 942207 的中 �� 3228（52番人気）
馬単票数 計 395238 的中 �� 774（99番人気）
ワイド票数 計 566091 的中 �� 2320（58番人気）�� 25508（4番人気）�� 3806（37番人気）
3連複票数 計1219830 的中 ��� 2924（96番人気）
3連単票数 計1470962 的中 ��� 360（774番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―12．2―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．4―45．6―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．8
3 16，9（4，11，13）－（2，6）（3，12）（5，14）－（1，7，15）10，8 4 16，9（11，13）4，2（5，6，3）（14，12）1，7，10－8－15
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4鹿 母 マイネアレグリア 母母 メイジフレッシュ 16戦3勝 賞金 30，920，000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 グレーミーティア号・サイモンミラベル号



25033 9月16日 曇 良 （29中山4）第3日 第9競走 ��
��1，600�

こ さ く

古 作 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

23 コスモヨハネ 牡5栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 492－ 41：33．3 5．7�
12 アドマイヤシナイ 牡3鹿 55 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 洞�湖 レイクヴィラファーム 454＋ 41：33．4	 9．8�
47 キングリッド 牡3鹿 55 松岡 正海吉田 安惠氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム 440－ 81：33．5	 9．2�
612
 フローラデマリポサ 牝3鹿 51 内田 博幸吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Cressfield B468－ 4 〃 クビ 6．8�
24 ショウナンサスケ 牡4鹿 57 石橋 脩国本 哲秀氏 高橋 文雅 浦河 大北牧場 476－ 21：33．6クビ 3．6�
714 ミッキーグローリー 牡4青鹿57 北村 宏司野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 542＋241：33．7	 8．4	
35 ド ウ デ ィ 牡3鹿 55 大野 拓弥 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 474＋ 2 〃 クビ 10．2

48 ジ ョ イ フ ル 牡3鹿 55 蛯名 正義 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 504－ 2 〃 ハナ 42．8�
36 ランプルール 牡3黒鹿55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：33．8クビ 10．9�
11 メイショウフェイク 牡5鹿 57 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：33．9	 20．5
815 ロンバルディア 牡5鹿 57 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 クビ 60．6�
510 アーリーサプライズ 牡3青鹿55 木幡 巧也岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 492＋ 2 〃 アタマ 211．1�
816 アンノートル 牡3鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 日高 山際 辰夫 474± 01：34．22 241．5�
713 プレシャスギフト 牝4鹿 55 津村 明秀 �キャロットファーム 武井 亮 平取 坂東牧場 442＋ 21：34．51� 123．6�
59 レッドルチア 牝3黒鹿53 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 398－10 〃 クビ 28．2�
611� スフバータル 牡4栗 57 西村 太一�和田牧場 和田 正道 新ひだか 城市 公 498＋161：34．92	 355．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，284，300円 複勝： 77，813，300円 枠連： 32，985，900円
馬連： 140，326，800円 馬単： 55，986，600円 ワイド： 71，107，100円
3連複： 175，544，500円 3連単： 212，377，800円 計： 812，426，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 310円 � 230円 枠 連（1－2） 880円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 5，400円

ワ イ ド �� 860円 �� 800円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 6，700円 3 連 単 ��� 39，090円

票 数

単勝票数 計 462843 的中 � 64013（2番人気）
複勝票数 計 778133 的中 � 116374（2番人気）� 57845（7番人気）� 87091（3番人気）
枠連票数 計 329859 的中 （1－2） 28754（4番人気）
馬連票数 計1403268 的中 �� 41184（10番人気）
馬単票数 計 559866 的中 �� 7773（18番人気）
ワイド票数 計 711071 的中 �� 21291（9番人気）�� 23173（7番人気）�� 14225（16番人気）
3連複票数 計1755445 的中 ��� 19646（22番人気）
3連単票数 計2123778 的中 ��� 3938（125番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．3―11．4―11．5―11．8―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―34．8―46．2―57．7―1：09．5―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモヨハネ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2014．12．28 中山1着

2012．3．4生 牡5栗 母 エンプレスロッチ 母母 ロツチウインド 22戦3勝 賞金 50，657，000円
〔制裁〕 スフバータル号の騎手西村太一は，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※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 カンバンムスメ号・ムーンマジェスティ号

25034 9月16日 曇 良 （29中山4）第3日 第10競走 ��
��2，400�

ま つ ど

松 戸 特 別
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，28．9．17以降29．9．10まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

松戸市長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

88 バイタルフォース �5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 506－ 42：34．9 1．6�

89 テイエムコンドル 牡6鹿 54 丸山 元気竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 464－ 4 〃 ハナ 12．9�
44 � スズカマサル 牡4鹿 54 内田 博幸永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 444－ 22：35．32	 7．6�
11 メイショウキトラ 牡6栗 53 北村 宏司松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 492± 02：35．4
 19．2�
55 デグニティクローズ 牡6鹿 55 石橋 脩�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ B542＋ 62：35．61 9．9�
66 キールコネクション 牡5栗 54 吉田 豊水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B480＋ 42：35．7	 23．7	
33 ベストセラーアスク 牝6鹿 52 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 424－122：35．91� 19．8

77 ティーラウレア 牡3鹿 53 松岡 正海深見 富朗氏 伊藤 伸一 浦河 村下 清志 528－122：36．11 6．2�
22 ワイドリーザワン 牡5黒鹿54 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 B448－122：36．41
 26．5�
（9頭）

売 得 金
単勝： 41，461，000円 複勝： 135，372，800円 枠連： 18，955，200円
馬連： 104，961，500円 馬単： 63，671，700円 ワイド： 53，118，700円
3連複： 127，561，700円 3連単： 266，822，000円 計： 811，924，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 190円 � 190円 枠 連（8－8） 760円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 340円 �� 350円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 7，840円

票 数

単勝票数 計 414610 的中 � 198700（1番人気）
複勝票数 計1353728 的中 � 976069（1番人気）� 59037（5番人気）� 60774（4番人気）
枠連票数 計 189552 的中 （8－8） 19106（4番人気）
馬連票数 計1049615 的中 �� 98887（4番人気）
馬単票数 計 636717 的中 �� 47533（3番人気）
ワイド票数 計 531187 的中 �� 42078（3番人気）�� 41329（4番人気）�� 7365（23番人気）
3連複票数 計1275617 的中 ��� 39934（10番人気）
3連単票数 計2668220 的中 ��� 24661（27番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―12．9―13．6―13．7―13．7―13．7―12．3―11．7―12．0―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．3―38．2―51．8―1：05．5―1：19．2―1：32．9―1：45．2―1：56．9―2：08．9―2：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．7―3F38．0
1
�
4，5，1（6，7）8－9＝2－3・（4，5）8，1（9，7）－6＝3＝2

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

勝馬の
紹 介

バイタルフォース 
�
父 Quality Road 

�
母父 Pleasant Tap デビュー 2015．4．4 中山12着

2012．2．24生 �5鹿 母 タップゴールド 母母 Color of Gold 13戦4勝 賞金 58，985，000円

追 加 記 事（第 4回中山競馬第 2日第 3競走）
〔その他〕　　トーアアテナ号は，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。



25035 9月16日 曇 良 （29中山4）第3日 第11競走 ��
��2，000�レインボーステークス

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，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54�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

56 ゲ ッ カ コ ウ 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 474＋122：01．4 11．8�

33 � スズカビスタ 牡6鹿 57 田辺 裕信永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 462＋ 62：01．72 18．9�
11 ショウナンマルシェ 	6青鹿57 三浦 皇成国本 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 470＋ 4 〃 クビ 9．0�
710 ウインオリアート 牝6黒鹿55 松岡 正海�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 2 〃 アタマ 77．4�
45 プロフェット 牡4鹿 57 内田 博幸 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464＋ 22：02．01
 5．0	
44 テ オ ド ー ル 牡4鹿 57 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 548＋102：02．1
 1．8

711 ソールインパクト 牡5芦 57 大野 拓弥窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 2 〃 ハナ 6．8�
813 ハ ツ ガ ツ オ 牝6鹿 55 北村 宏司江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 508＋ 62：02．41� 100．9�
69 カレンリスベット 牝6黒鹿55 津村 明秀鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 502＋ 8 〃 クビ 41．7
68 マイネルラフレシア 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 6 〃 ハナ 31．1�
22 ワトソンクリック 牡5鹿 57 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 508－ 42：02．5
 185．9�
57 ワールドレーヴ 牡7黒鹿57 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 468－ 42：02．92
 34．0�
812 ウインブルーローズ 牡5鹿 57 吉田 隼人�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 490＋ 42：03．0
 100．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 78，488，600円 複勝： 138，873，100円 枠連： 57，756，700円
馬連： 269，716，900円 馬単： 131，364，500円 ワイド： 122，467，800円
3連複： 365，064，900円 3連単： 660，579，300円 計： 1，824，311，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 440円 � 720円 � 320円 枠 連（3－5） 5，560円

馬 連 �� 7，730円 馬 単 �� 16，480円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 930円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 16，480円 3 連 単 ��� 126，330円

票 数

単勝票数 計 784886 的中 � 53118（5番人気）
複勝票数 計1388731 的中 � 82734（5番人気）� 47256（6番人気）� 121915（4番人気）
枠連票数 計 577567 的中 （3－5） 8038（14番人気）
馬連票数 計2697169 的中 �� 27014（19番人気）
馬単票数 計1313645 的中 �� 5978（43番人気）
ワイド票数 計1224678 的中 �� 13934（21番人気）�� 34786（11番人気）�� 16640（18番人気）
3連複票数 計3650649 的中 ��� 16609（46番人気）
3連単票数 計6605793 的中 ��� 3791（303番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．8―12．4―12．7―12．4―11．8―11．3―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．1―37．9―50．3―1：03．0―1：15．4―1：27．2―1：38．5―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．2
1
3
6－3－1，10（4，11）9，5（2，12）－（13，7）8
6，3（10，11）（1，4）9，5（13，2，12，8）7

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

勝馬の
紹 介

ゲ ッ カ コ ウ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．7．25 福島1着

2013．2．27生 牝4黒鹿 母 チューベローズ 母母 チ ュ ー ニ ー 22戦4勝 賞金 92，944，000円

25036 9月16日 曇 良 （29中山4）第3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

48 シャムロック 牡3栗 54 吉田 豊 �いとはんホール
ディングス 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 498＋ 41：54．7 21．1�

23 ギンザマトリックス 牡4栗 57 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 448－ 41：54．91� 84．3�
11 ジェイケイライジン 牡3栗 54 横山 典弘小谷野次郎氏 柴田 政人 浦河 富塚ファーム 470± 0 〃 クビ 35．9�
24 サクラレガーロ 牡3栗 54 三浦 皇成�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 西村 和夫 464－ 41：55．0� 9．2�
611 キングドラゴン �4鹿 57 北村 宏司窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 518－ 41：55．1クビ 3．7	
510 プ レ ゼ ン ス 牡3黒鹿54 吉田 隼人 �社台レースホース尾形 充弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B492－ 8 〃 クビ 16．9

12 クラウンロマン 牝4芦 55

52 ▲横山 武史矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 454－ 21：55．41	 60．0�
35 ファイナルコール �4鹿 57 西村 太一山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 478－ 11：55．72 175．0�
612
 ナポレオンズワード �4黒鹿57 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新冠 岩見牧場 486＋16 〃 ハナ 5．9
47 ディアクーシー 牡4鹿 57 石橋 脩ディアレストクラブ� 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 504－ 21：55．91� 119．5�
816 オ ー ル デ ン 牡3鹿 54 田辺 裕信金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 438＋ 2 〃 アタマ 3．5�
815 マイネルツァイト 牡3青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 490－ 2 〃 クビ 27．4�
713 ゲンパチマサムネ 牡3鹿 54 内田 博幸平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 三石橋本牧場 500＋ 41：56．0クビ 19．9�
714 スターズインヘヴン 牝3鹿 52

49 ▲野中悠太郎 �キャロットファーム 田村 康仁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋ 5 〃 クビ 146．7�

36 クリノアパッチ 牡3栗 54 西田雄一郎栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 佐藤牧場 450－ 61：57．49 344．0�
59 ロジブリランテ 牡3黒鹿54 戸崎 圭太久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 548＋ 21：58．03	 6．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，654，800円 複勝： 92，412，700円 枠連： 50，913，100円
馬連： 177，596，400円 馬単： 74，722，200円 ワイド： 99，133，300円
3連複： 233，084，900円 3連単： 329，213，900円 計： 1，124，731，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，110円 複 勝 � 680円 � 1，600円 � 910円 枠 連（2－4） 6，680円

馬 連 �� 62，790円 馬 単 �� 114，130円

ワ イ ド �� 13，190円 �� 6，250円 �� 9，100円

3 連 複 ��� 227，620円 3 連 単 ��� 1，002，850円

票 数

単勝票数 計 676548 的中 � 25610（8番人気）
複勝票数 計 924127 的中 � 37427（8番人気）� 14783（12番人気）� 26938（10番人気）
枠連票数 計 509131 的中 （2－4） 5906（20番人気）
馬連票数 計1775964 的中 �� 2192（77番人気）
馬単票数 計 747222 的中 �� 491（148番人気）
ワイド票数 計 991333 的中 �� 1935（76番人気）�� 4110（52番人気）�� 2811（65番人気）
3連複票数 計2330849 的中 ��� 768（287番人気）
3連単票数 計3292139 的中 ��� 238（1408番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．8―13．1―12．6―12．5―12．6―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．4―50．5―1：03．1―1：15．6―1：28．2―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．1
1
3
4，7（5，12）（2，11）（10，15）－（3，14）（8，16）－9－13（1，6）・（4，7，12）（5，11）（2，10，13）16（3，15）（8，9）－14－1，6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シャムロック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Galileo デビュー 2017．1．21 中山1着

2014．3．16生 牡3栗 母 ホットレッグス 母母 アクセラレイション 4戦2勝 賞金 14，600，000円
〔制裁〕 オールデン号の調教師小西一男は，馬場入場後に同馬の左頬革の尾錠が外れたことについて過怠金10，000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。
（非当選馬） 1頭 トミケンスーペル号
（非抽選馬） 2頭 サーストンヒーロー号・ホウザンキングダム号



（29中山4）第3日 9月16日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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

186，220，000円
5，060，000円
21，150，000円
1，290，000円
20，530，000円
74，962，000円
4，706，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
497，752，500円
911，122，900円
309，323，100円
1，238，574，100円
595，209，300円
692，762，500円
1，622，669，200円
2，392，612，100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
計 8，260，025，700円

総入場人員 17，491名 （有料入場人員 15，509名）
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