
25049 9月18日 晴 不良 （29中山4）第5日 第1競走 ��
��1，800�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
1：52．7
1：50．9

良
不良

69 マイネルアンファン 牡2栗 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム B476＋ 21：54．9 17．5�

712 マイネルサリューエ 牡2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新冠 秋田牧場 482± 0 （降着） 4．4�

610 ハ ン ド リ ー 牝2栗 54 大野 拓弥大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 436＋ 41：56．17 9．1�
34 コスモロブロイ 牡2青鹿54 松岡 正海岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 512－ 41：56．2� 88．9�
711 シゲルジャンボイモ 牡2芦 54

51 ▲武藤 雅森中 蕃氏 武藤 善則 様似 猿倉牧場 494－ 2 〃 ハナ 14．9�
814 モリトディライト 牡2栗 54 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 木村牧場 502－ 21：56．51� 90．7	
11 ニシノホクサイ 牡2青鹿 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 458－ 21：57．88 48．9

57 オルレアンノムスコ 牡2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 460＋ 41：58．43� 143．1�
46 ビレッジキング 牡2黒鹿54 田中 勝春村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 三石川上牧場 454－ 21：58．82� 33．4
33 ディーズファクター 牝2青鹿54 戸崎 圭太秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 456－ 21：58．9� 12．0�
58 フレキシビリティー 牝2黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹福田 光博氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 488－ 21：59．0クビ 190．8�
45 ア ビ ー ム 牝2青鹿54 C．ルメール �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 452－ 21：59．53 1．8�
813 タンザニアナイト 牡2鹿 54 内田 博幸 Him Rock Racing 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 476＋ 22：00．13� 41．0�
22 コスモハーキュリー 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 62：00．42 129．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，159，200円 複勝： 81，349，400円 枠連： 14，196，300円
馬連： 61，407，800円 馬単： 39，313，600円 ワイド： 41，657，800円
3連複： 88，984，000円 3連単： 141，982，900円 計： 506，051，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 630円 � 250円 � 500円 枠 連（6－7） 710円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 5，310円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，560円 �� 590円

3 連 複 ��� 5，400円 3 連 単 ��� 39，500円

票 数

単勝票数 計 371592 的中 � 17966（6番人気）
複勝票数 計 813494 的中 � 30869（6番人気）� 98981（2番人気）� 40667（4番人気）
枠連票数 計 141963 的中 （6－7） 15388（3番人気）
馬連票数 計 614078 的中 �� 22500（8番人気）
馬単票数 計 393136 的中 �� 5551（18番人気）
ワイド票数 計 416578 的中 �� 13440（8番人気）�� 6562（15番人気）�� 18749（4番人気）
3連複票数 計 889840 的中 ��� 12358（15番人気）
3連単票数 計1419829 的中 ��� 2606（111番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．8―13．4―12．9―12．8―12．9―13．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．8―50．2―1：03．1―1：15．9―1：28．8―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．0
1
3
・（5，6）11（2，4，12）－（3，9）（8，14）＝1，7，10＝13・（5，6，11，12）（4，9）－（2，3，10）（8，14，7）－1＝13

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

勝馬の
紹 介

マイネルアンファン �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．13 新潟6着

2015．6．15生 牡2栗 母 マンデームスメ 母母 タイムスリップ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔降着〕 マイネルサリューエ号は，1位〔タイム1分54秒9，2位との着差クビ〕に入線したが，最後の直線コースで外側に斜行して

「マイネルアンファン」号の走行を妨害し，かつ，走行妨害がなければ被害馬が先に入線していたと認められるため2着に降着。
〔制裁〕 マイネルサリューエ号の騎手丹内祐次は，最後の直線コースで外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8日まで騎乗停止。（被害馬：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タンザニアナイト号・コスモハーキュリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年10月18日まで平地競走に出走できない。

25050 9月18日 晴 重 （29中山4）第5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）

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
1：33．4
1：32．3

良
良

56 ラソワドール 牝2鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋ 21：37．7 1．9�

710 ディアサルファー 牝2栗 54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト
クラブ 482＋ 81：37．8� 3．5�

55 ハーレムライン 牝2鹿 54 大野 拓弥吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 456－ 21：38．01� 22．5�
44 コスモフェリーク 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 412＋ 4 〃 クビ 8．9�
67 シエルクレール 牝2鹿 54 吉田 豊 �カナヤマホール

ディングス 尾関 知人 浦河 酒井牧場 488－ 21：38．1� 14．7	
79 レ ユ シ ッ ト 牝2黒鹿54 田辺 裕信落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 川島牧場 458＋ 61：38．31� 10．8

811 メ ヒ テ ィ ヒ 牝2栗 54

51 ▲横山 武史�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 434＋ 21：38．4� 224．7�

33 ア ポ ロ ア ミ 牝2鹿 54
51 ▲武藤 雅アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 434± 0 〃 クビ 45．3�

22 グラスルーナ 牝2栗 54
51 ▲藤田菜七子半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 480－ 61：38．93 114．0

812 サマーシャドウ 牝2栗 54 内田 博幸飯塚 知一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 454－ 6 〃 アタマ 101．1�
11 クルーズヴォイス 牝2鹿 54 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 矢野牧場 420－ 6 〃 アタマ 42．3�
68 ヤエノメイク 牝2黒鹿54 御神本訓史柳田 英子氏 和田 雄二 浦河 荻伏三好フ

アーム 410－121：39．32� 272．0�
（大井）
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売 得 金
単勝： 33，921，800円 複勝： 64，001，000円 枠連： 13，844，000円
馬連： 61，070，000円 馬単： 36，683，400円 ワイド： 37，017，000円
3連複： 82，027，300円 3連単： 137，213，800円 計： 465，778，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 250円 枠 連（5－7） 210円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 150円 �� 620円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 3，360円

票 数

単勝票数 計 339218 的中 � 145331（1番人気）
複勝票数 計 640010 的中 � 298157（1番人気）� 148601（2番人気）� 25114（6番人気）
枠連票数 計 138440 的中 （5－7） 49114（1番人気）
馬連票数 計 610700 的中 �� 167355（1番人気）
馬単票数 計 366834 的中 �� 65041（1番人気）
ワイド票数 計 370170 的中 �� 86235（1番人気）�� 12166（9番人気）�� 12722（8番人気）
3連複票数 計 820273 的中 ��� 50194（4番人気）
3連単票数 計1372138 的中 ��� 29533（7番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．6―12．7―12．8―12．1―11．4―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．9―37．5―50．2―1：03．0―1：15．1―1：26．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

ラソワドール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Dynaformer デビュー 2017．7．30 札幌2着

2015．5．7生 牝2鹿 母 ル シ ル ク 母母 Queue 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時45分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第４回 中山競馬 第５日

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



25051 9月18日 晴 重 （29中山4）第5日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時10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
1：59．9
1：59．8

良
良

55 プロトスター 牡2栗 54 C．ルメール �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 470－102：03．5 2．7�
33 グ ラ ン サ ム 牡2栗 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 456－ 22：03．6� 12．5�
44 インプレスシチー 牡2青 54 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 オリオンファーム 452－ 22：03．7� 5．7�
66 マイネルソラニテ 牡2鹿 54

51 ▲武藤 雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 浦河 鎌田 正嗣 510＋ 22：04．12� 48．1�

79 ウインイノベーター 牡2鹿 54 戸崎 圭太�ウイン 西園 正都 新ひだか 静内白井牧場 446－ 22：04．2� 5．9	
67 ハヤブサカノン 牝2黒鹿54 御神本訓史武田 修氏 尾形 和幸 新ひだか 北海道静内農業高等学校 452＋26 〃 クビ 68．7


（大井）

11 アイリスロード 牝2青 54
53 ☆木幡 巧也 �荻伏服部牧場 和田 雄二 日高 春木 昭雄 438－ 42：04．41 7．8�

22 エスポワールカフェ 牡2栗 54
51 ▲菊沢 一樹西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 456＋ 2 〃 同着 43．5�

810 パワースピネル 牝2鹿 54
51 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 増本牧場 426－ 8 〃 クビ 38．9

811 ウェルズレジェンド 牡2鹿 54
51 ▲横山 武史菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 本桐牧場 476－ 42：05．14 314．2�

78 マイネルシクザール 牡2黒鹿54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 浦河 有限会社

松田牧場 542＋ 42：07．5大差 5．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 29，885，800円 複勝： 45，009，900円 枠連： 13，524，500円
馬連： 58，843，900円 馬単： 30，257，100円 ワイド： 35，149，700円
3連複： 75，024，300円 3連単： 116，691，300円 計： 404，386，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 250円 � 180円 枠 連（3－5） 1，570円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 520円 �� 360円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 8，620円

票 数

単勝票数 計 298858 的中 � 91847（1番人気）
複勝票数 計 450099 的中 � 115948（1番人気）� 37203（6番人気）� 59643（4番人気）
枠連票数 計 135245 的中 （3－5） 6662（7番人気）
馬連票数 計 588439 的中 �� 34450（5番人気）
馬単票数 計 302571 的中 �� 12379（8番人気）
ワイド票数 計 351497 的中 �� 17190（8番人気）�� 27194（3番人気）�� 7870（14番人気）
3連複票数 計 750243 的中 ��� 25837（8番人気）
3連単票数 計1166913 的中 ��� 9814（23番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．1―12．2―13．4―13．1―13．2―12．6―11．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．6―47．8―1：01．2―1：14．3―1：27．5―1：40．1―1：52．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．0
1
3
・（9，8）（3，10）（1，2）＝5（6，11）4－7・（9，3，8）（1，2）10（6，5，11）4－7

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

勝馬の
紹 介

プロトスター �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Marju デビュー 2017．9．3 新潟5着

2015．4．30生 牡2栗 母 マ ル バ イ ユ 母母 Hambye 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔その他〕 マイネルシクザール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 マイネルシクザール号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年10月18日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

25052 9月18日 晴
（ 芝 ）重
（ダート）不良（29中山4）第5日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：10．2良・良

79 クリスタルキャノン 牝4芦 58 難波 剛健飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 472＋ 63：16．7 4．6�
44 デルマヌラリヒョン 牡7鹿 60 浜野谷憲尚浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 496－ 43：17．01� 13．1�
22 サムライフォンテン 牡4黒鹿60 石神 深一吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 470－ 23：17．21� 2．7�
55 スズカプリティー 牝6鹿 58 大庭 和弥永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 472＋ 23：19．0大差 34．0�
812� ウォリアーズソウル 	5鹿 60 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Dixiana
Farms, LLC 520± 03：19．32 12．4�

11 ブルーガーディアン 牡5黒鹿60 江田 勇亮 �ブルーマネジメント星野 忍 新ひだか 加野牧場 498＋ 2 〃 クビ 8．3	
56 ホーガンブリッジ 牡3鹿 58 鈴木 慶太塩田 清氏 堀井 雅広 青森 一山育成牧場 492－ 43：19．61� 21．8

68 
 クラウンドリーム 牡4芦 60 上野 翔矢野まり子氏 伊藤 伸一 新冠 ヒカル牧場 480－ 43：20．13 3．6�
67 ナカヤマグラン 牡3鹿 58 金子 光希和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 北洋牧場 456＋183：22．2大差 117．7�
811
 オリンピアスカイ 牡4鹿 60 草野 太郎伊東 純一氏 中川 公成 日高 宝寄山 忠則 510＋243：23．26 88．1
33 
 ヤマタケジャイアン 	4芦 60 小野寺祐太山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 472＋ 8 〃 クビ 83．8�
710 マイネルアクスト 	3鹿 58 蓑島 靖典 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 浦河 三枝牧場 512＋ 2 〃 ハナ 81．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 19，523，700円 複勝： 23，753，400円 枠連： 11，366，800円
馬連： 43，601，700円 馬単： 24，545，500円 ワイド： 24，894，200円
3連複： 60，756，400円 3連単： 99，353，400円 計： 307，795，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 230円 � 130円 枠 連（4－7） 2，950円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 5，750円

ワ イ ド �� 950円 �� 290円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 15，550円

票 数

単勝票数 計 195237 的中 � 33626（3番人気）
複勝票数 計 237534 的中 � 37848（3番人気）� 21110（5番人気）� 55906（1番人気）
枠連票数 計 113668 的中 （4－7） 2983（15番人気）
馬連票数 計 436017 的中 �� 10337（13番人気）
馬単票数 計 245455 的中 �� 3199（22番人気）
ワイド票数 計 248942 的中 �� 6107（11番人気）�� 24979（2番人気）�� 11160（5番人気）
3連複票数 計 607564 的中 ��� 20083（7番人気）
3連単票数 計 993534 的中 ��� 4632（49番人気）
上り 1マイル 1：48．0 4F 51．7－3F 38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→	」
1
�
4－（5，1）8（9，2）－12－6－7，11＝10－3
4－8－（1，2）－（5，9）－（12，6）＝7＝10＝11，3

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

勝馬の
紹 介

クリスタルキャノン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2015．10．10 京都6着

2013．4．21生 牝4芦 母 ダイワジャンヌ 母母 ケーキカット 障害：3戦1勝 賞金 9，800，000円



25053 9月18日 晴 稍重 （29中山4）第5日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時30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

12 アンフィトリテ 牝2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 464 ―1：09．8 1．8�
815 イランカラプテ 牝2栗 54 横山 和生�ミルファーム 小野 次郎 日高 坂東ファーム 424 ―1：10．12 23．0�
713 サンタガール 牝2青 54 丸山 元気 Him Rock Racing 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 418 ―1：10．42 23．8�
47 ア リ バ バ 牡2黒鹿 54

51 ▲武藤 雅小田切有一氏 粕谷 昌央 様似 小田牧場 434 ― 〃 アタマ 12．5�
48 マウントレーニア 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 高橋 文雅 新冠 ラツキー牧場 442 ― 〃 ハナ 49．1�
59 ミ ス ジ ー ナ 牝2鹿 54 丸田 恭介長塩 豊氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 410 ―1：10．61� 48．4	
612 フ ル コ ス ト 牡2青鹿54 的場 勇人福田 光博氏 的場 均 新ひだか 及川 幸夫 418 ― 〃 ハナ 38．0

11 ヒ ヤ シ ン ス 牝2鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 岩戸 孝樹 苫小牧 藤澤 昭勝 470 ― 〃 アタマ 23．2�
510 ミ コ サ ン 牝2栗 54 岩部 純二古賀 慎一氏 萱野 浩二 新冠 パカパカ

ファーム 448 ―1：10．91� 10．9�
36 ターキッシュバン 牝2鹿 54 内田 博幸岡田 牧雄氏 田島 俊明 新ひだか 折手牧場 434 ― 〃 ハナ 18．3
816 カネトシダウティ 牡2鹿 54 宮崎 北斗兼松 昌男氏 松永 康利 新冠 武田 寛治 430 ―1：11．0クビ 78．6�
714 グロウアイリス 牝2栗 54 江田 照男飯田 政子氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 426 ―1：11．31� 75．4�
24 ライトストーリー 牡2鹿 54

51 ▲横山 武史�須野牧場 武井 亮 浦河 有限会社
吉田ファーム 418 ―1：11．4� 137．5�

23 ハクサンキャノン 牡2黒鹿54 武士沢友治河﨑 五市氏 古賀 史生 浦河 �川 啓一 484 ―1：12．14 115．1�
611 コハクノユメ 牡2鹿 54 柴田 善臣橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 大道牧場 490 ― 〃 クビ 88．4�
35 ミヤコスマイル 牝2黒鹿54 田辺 裕信吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 446 ―1：13．05 6．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，555，400円 複勝： 45，767，300円 枠連： 19，981，100円
馬連： 62，935，800円 馬単： 36，246，300円 ワイド： 41，994，300円
3連複： 82，155，000円 3連単： 117，717，200円 計： 444，352，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 380円 � 400円 枠 連（1－8） 1，510円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 680円 �� 4，510円

3 連 複 ��� 10，710円 3 連 単 ��� 37，530円

票 数

単勝票数 計 375554 的中 � 173060（1番人気）
複勝票数 計 457673 的中 � 176322（1番人気）� 20744（6番人気）� 19927（7番人気）
枠連票数 計 199811 的中 （1－8） 10196（6番人気）
馬連票数 計 629358 的中 �� 21939（6番人気）
馬単票数 計 362463 的中 �� 9422（8番人気）
ワイド票数 計 419943 的中 �� 9667（9番人気）�� 16613（5番人気）�� 2276（45番人気）
3連複票数 計 821550 的中 ��� 5751（30番人気）
3連単票数 計1177172 的中 ��� 2274（100番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．7―11．7―11．7―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．1―46．8―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンフィトリテ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2015．3．29生 牝2鹿 母 アドマイヤフッキー 母母 トキオリアリティー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 グロウアイリス号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 プタハ号・プリンシアブラスカ号・メイラヴェル号

25054 9月18日 晴 重 （29中山4）第5日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時00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
1：48．5
1：47．8

重
重

714 アズレージョ 牝3鹿 54 杉原 誠人吉田 和美氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 460－ 81：53．3 8．5�
816 キ ン ナ リ ー 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 470± 01：54．47 4．0�
35 マヤノオラティオ 牝3黒鹿54 丹内 祐次田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B464± 01：54．5� 7．7�
47 シルバーコンパス 牝3芦 54 内田 博幸 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 534－ 81：55．24 8．0�
713 グランデセーヌ 牝3黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 クビ 21．5�
11 ラインディオーネ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 448＋ 4 〃 ハナ 6．0	
59 ノーブルクラウン 牝3鹿 54 石橋 脩 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B514＋ 21：55．3クビ 6．8

23 ナムラアヴィ 牝3栗 54

51 ▲横山 武史奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 464＋ 2 〃 アタマ 23．1�
815 ミルキークォーツ 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 410－ 41：55．4� 18．2�
612 カズノスイセイ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 前川 正美 484＋ 21：56．03� 61．8
510 ミッキークルソラ 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：56．42� 8．3�
611 ステレオグラム 牝3青鹿54 丸山 元気 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 484－ 41：56．61� 101．8�
24 ルミナスコースト 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 434－ 81：57．77 173．5�
48 カフェアルカノ 牝3黒鹿54 吉田 隼人西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 418＋ 21：57．91� 375．9�
36 キスミーダーリン 牝3鹿 54 吉田 豊 �キャロットファーム 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 420＋141：58．0クビ 59．7�
12 サンシャインキッス 牝3鹿 54 勝浦 正樹野村 茂雄氏 的場 均 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436＋ 61：59．06 110．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，646，300円 複勝： 61，753，100円 枠連： 23，350，600円
馬連： 85，173，100円 馬単： 36，864，100円 ワイド： 56，024，600円
3連複： 117，532，700円 3連単： 139，307，400円 計： 557，651，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 270円 � 170円 � 230円 枠 連（7－8） 1，190円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，260円 �� 890円

3 連 複 ��� 6，110円 3 連 単 ��� 35，600円

票 数

単勝票数 計 376463 的中 � 35124（7番人気）
複勝票数 計 617531 的中 � 54176（7番人気）� 107058（1番人気）� 66191（5番人気）
枠連票数 計 233506 的中 （7－8） 15100（4番人気）
馬連票数 計 851731 的中 �� 28097（9番人気）
馬単票数 計 368641 的中 �� 5555（20番人気）
ワイド票数 計 560246 的中 �� 15515（12番人気）�� 11288（18番人気）�� 16278（11番人気）
3連複票数 計1175327 的中 ��� 14416（20番人気）
3連単票数 計1393074 的中 ��� 2837（124番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．8―13．3―12．4―12．2―12．7―12．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．0―50．3―1：02．7―1：14．9―1：27．6―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アズレージョ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．1．14 中山12着

2014．1．28生 牝3鹿 母 アマファソン 母母 アドマイヤセラヴィ 6戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルミナスコースト号・カフェアルカノ号・キスミーダーリン号・サンシャインキッス号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月18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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ヘイポーラ号・メリルフォンテン号・メロウハート号



25055 9月18日 晴 重 （29中山4）第5日 第7競走 ��2，400�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
2：28．8
2：28．6

重
不良

33 サンホッブズ 牡4鹿 57 松岡 正海 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 日の出牧場 472－ 62：35．6 1．7�
55 イルフォーコン 牡4黒鹿57 田辺 裕信 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 468＋162：36．13 4．4�
67 ミ ザ イ 牝3芦 52 北村 宏司山住 勲氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 488± 02：36．42 21．2�
44 � プレツィオーゼ �5鹿 57

54 ▲菊沢 一樹髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 436± 02：37．25 31．1�
79 トーホウデサント 牡4鹿 57 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 492＋102：37．62� 98．7�
56 シフォンカール 牝4芦 55

54 ☆井上 敏樹 	シルクレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 442－102：37．7	 43．2

811 リセンティート 牡3鹿 54

51 ▲武藤 雅米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 508＋ 22：38．55 10．1�
11 サイドチェンジ 牡3黒鹿54 丹内 祐次大塚 亮一氏 池上 昌弘 新ひだか 平野牧場 B498± 02：38．71
 7．1�
22 � ウインウェルス 牡4栗 57 柴田 大知�ウイン 吉田 直弘 浦河 高野牧場 508－142：39．87 22．7
812� サトノオマージュ 牡4鹿 57 岩田 康誠里見 治氏 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 B498＋ 42：40．86 65．4�
710 シュメッターリング 牡3黒鹿54 大野 拓弥 	キャロットファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 480－ 82：41．01
 79．8�
68 ステラエスペランサ 牡3鹿 54 吉田 隼人 	キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム B532－142：41．42� 51．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，585，700円 複勝： 72，187，800円 枠連： 15，487，000円
馬連： 71，612，400円 馬単： 41，224，400円 ワイド： 40，949，900円
3連複： 85，322，700円 3連単： 171，842，300円 計： 529，212，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 310円 枠 連（3－5） 360円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 210円 �� 670円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 5，290円

票 数

単勝票数 計 305857 的中 � 142751（1番人気）
複勝票数 計 721878 的中 � 464280（1番人気）� 64077（2番人気）� 19652（7番人気）
枠連票数 計 154870 的中 （3－5） 33140（1番人気）
馬連票数 計 716124 的中 �� 153242（1番人気）
馬単票数 計 412244 的中 �� 59374（1番人気）
ワイド票数 計 409499 的中 �� 62483（1番人気）�� 14140（9番人気）�� 6716（14番人気）
3連複票数 計 853227 的中 ��� 28120（8番人気）
3連単票数 計1718423 的中 ��� 23508（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．8―38．8―51．6―1：04．9―1：18．4―1：32．0―1：44．6―1：56．9―2：09．4―2：22．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンホッブズ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．6．27 東京7着

2013．4．7生 牡4鹿 母 パ ピ ュ ラ 母母 ノースフライト 22戦3勝 賞金 43，324，000円

25056 9月18日 晴 重 （29中山4）第5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）

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

815 キョウエイスコール 牡4栗 57 戸崎 圭太田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 494－ 61：11．1 6．7�
47 レアドロップ 牝4芦 55

52 ▲武藤 雅岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 454－ 4 〃 クビ 7．9�
48 ハートフルタイム 牡3黒鹿55 北村 宏司青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 500－ 2 〃 アタマ 7．8�
23 テ ン キ セ キ 牝4鹿 55 柴田 大知天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B480＋ 41：11．52� 6．5�
612 ス フ ェ ー ン 牡4鹿 57 吉田 豊キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 448－ 81：11．92� 12．1�
713 コアコンピタンス 牡4鹿 57 武士沢友治 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム B502－ 81：12．22 85．7	
816 カキツバタチグサ 牡4鹿 57 津村 明秀芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 514－ 41：12．3� 2．6

12 サンアルパイン �5鹿 57 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B504＋ 61：12．4� 84．4�
24 ラスカルグレイ �4芦 57 丸山 元気岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 61：12．61 102．0
11 ハートイズハート 牡4栗 57 御神本訓史北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 460± 0 〃 クビ 19．9�

（大井）

510 カシノワンパンチ 牡3鹿 55
52 ▲菊沢 一樹柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 前川 隆則 468＋101：13．23� 191．6�

611 カンタベリーマイン 牡4鹿 57 横山 典弘峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 458＋ 4 〃 ハナ 16．1�
36 ユイノルフィ 牡3栗 55 大野 拓弥由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 若林牧場 454－ 61：13．3� 44．1�
714 キャラメルフレンチ 牝3栗 53

50 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 惣田 英幸 454－ 41：13．4クビ 21．4�

59 シゲルサケガシラ 牡4鹿 57
54 ▲横山 武史森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 パカパカ

ファーム 460－ 2 〃 クビ 85．9�
35 ピクニックランチ 牝3鹿 53 長岡 禎仁吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 428＋ 21：15．9大差 272．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，852，300円 複勝： 52，733，200円 枠連： 29，186，700円
馬連： 100，044，200円 馬単： 40，246，000円 ワイド： 54，451，800円
3連複： 128，836，200円 3連単： 162，777，800円 計： 606，128，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 200円 � 250円 � 300円 枠 連（4－8） 480円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 6，150円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 1，280円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 8，020円 3 連 単 ��� 47，310円

票 数

単勝票数 計 378523 的中 � 44999（3番人気）
複勝票数 計 527332 的中 � 73482（2番人気）� 54223（4番人気）� 42632（5番人気）
枠連票数 計 291867 的中 （4－8） 46400（1番人気）
馬連票数 計1000442 的中 �� 25743（11番人気）
馬単票数 計 402460 的中 �� 4908（20番人気）
ワイド票数 計 544518 的中 �� 12493（12番人気）�� 10897（16番人気）�� 12866（11番人気）
3連複票数 計1288362 的中 ��� 12039（26番人気）
3連単票数 計1627778 的中 ��� 2494（155番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．3―12．2―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．7―45．9―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイスコール �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．11．21 東京5着

2013．2．21生 牡4栗 母 ユーワパンドラ 母母 リーガルウェイズ 17戦2勝 賞金 22，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピクニックランチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月18日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



25057 9月18日 晴 稍重 （29中山4）第5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；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

56 ハナズレジェンド 牡4栗 57 C．ルメール 広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 458± 01：48．4 3．8�
68 フローレスマジック 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 458＋10 〃 クビ 1．5�
44 テスタメント 牡6鹿 57 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 442－ 61：48．93 35．2�
33 ワンダーアツレッタ 牡5黒鹿57 津村 明秀山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 480－ 6 〃 クビ 32．2�
55 フォワードカフェ 牡5黒鹿57 田辺 裕信西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 522－ 21：49．22 10．6	
11 ベストドリーム 牡6鹿 57 西田雄一郎堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 470＋ 21：49．3クビ 28．9

79 マイネルユニブラン 牡3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 516－ 81：49．4� 25．1�
812 ギブアンドテイク 	6栗 57 岩田 康誠嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 468－ 2 〃 アタマ 16．2�
67 シングンジョーカー 牡6黒鹿57 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 474＋ 21：49．5� 39．0
710 サクラエンパイア 牡4鹿 57 石橋 脩�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 470＋ 21：49．71� 36．1�
22 
 エリモジパング 牡7青鹿57 御神本訓史山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 470＋ 41：50．01� 168．3�

（大井）

811 スワンボート 牡7鹿 57 菅原 隆一田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 462－ 81：50．21 315．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 42，436，000円 複勝： 152，172，900円 枠連： 23，477，700円
馬連： 113，256，900円 馬単： 64，510，200円 ワイド： 55，207，800円
3連複： 140，703，900円 3連単： 286，978，100円 計： 878，743，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 110円 � 310円 枠 連（5－6） 180円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，110円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 8，270円

票 数

単勝票数 計 424360 的中 � 87478（2番人気）
複勝票数 計1521729 的中 � 105887（2番人気）� 1166051（1番人気）� 25701（7番人気）
枠連票数 計 234777 的中 （5－6） 99640（1番人気）
馬連票数 計1132569 的中 �� 326590（1番人気）
馬単票数 計 645102 的中 �� 59824（3番人気）
ワイド票数 計 552078 的中 �� 112275（1番人気）�� 10133（16番人気）�� 21172（6番人気）
3連複票数 計1407039 的中 ��� 65792（5番人気）
3連単票数 計2869781 的中 ��� 25145（26番人気）

ハロンタイム 12．9―12．3―12．4―12．7―12．2―12．0―11．6―11．3―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．2―37．6―50．3―1：02．5―1：14．5―1：26．1―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．9―3F33．9
1
3
8（3，9）11，4，6，7－（1，5）－12，10，2・（8，9）（3，11）（4，6）（7，5）（1，12）－10，2

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

勝馬の
紹 介

ハナズレジェンド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Moon Rocket デビュー 2016．2．14 京都2着

2013．4．5生 牡4栗 母 ムーンライトゼファー 母母 Zephyr’s Test 15戦4勝 賞金 68，895，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

25058 9月18日 晴 重 （29中山4）第5日 第10競走 ��
��1，200�

う ら や す

浦 安 特 別
発走15時10分 （ダート・右）
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
1：08．7
1：08．7

重
重

45 � ヨ ン カ ー 	4芦 57 C．ルメール 吉田 和美氏 和田正一郎 米
Machmer Hall
& Golden Pedi-
gree LLC

536－ 41：10．4 2．8�
610 サザンボルケーノ 牡3栗 55 北村 友一南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 488± 01：10．61 10．9�
814 リンガスウーノ 牝4栗 55 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 494＋121：11．23
 7．8�
11 トロピカルスパート 牝3栗 53 石橋 脩日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 480＋ 2 〃 クビ 20．3�
712 ソルプレーサ 牡5黒鹿57 江田 照男西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 516－ 4 〃 アタマ 19．4�
711 ナムラヒューマン 牡5芦 57 大野 拓弥奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 464－ 61：11．3
 31．5�
58 トーセンミッション 牡5栗 57 横山 和生島川 	哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ

スティファーム B512－ 8 〃 アタマ 96．9

57 クイーンズターフ 牝5青鹿55 丸田 恭介合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 安平 ノーザンファーム 482＋ 4 〃 ハナ 50．6�
22 ペイシャバラード 牝4黒鹿55 三浦 皇成北所 直人氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 452－ 4 〃 ハナ 5．1�
34 ビービーサレンダー 牡4鹿 57 岩田 康誠坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 498－ 21：11．5� 6．7�
813 ツウローゼズ 牝5黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 492＋181：11．6� 255．5�
46 タイセイラナキラ 牝4栗 55 北村 宏司田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 藤春 修二 514－ 4 〃 アタマ 14．1�
33 タッチシタイ 牡7栗 57 御神本訓史小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 492－ 61：11．7クビ 32．0�

（大井）

69 � サウンドジャンゴ 牡5鹿 57 戸崎 圭太増田 雄一氏 和田 正道 米 Hibiscus
Stables B520＋ 2 〃 アタマ 13．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 57，274，900円 複勝： 85，777，000円 枠連： 35，278，500円
馬連： 174，998，300円 馬単： 71，578，500円 ワイド： 90，235，800円
3連複： 233，828，200円 3連単： 328，329，800円 計： 1，077，301，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 290円 � 230円 枠 連（4－6） 670円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 740円 �� 480円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 5，010円 3 連 単 ��� 23，210円

票 数

単勝票数 計 572749 的中 � 159699（1番人気）
複勝票数 計 857770 的中 � 192785（1番人気）� 64784（5番人気）� 86392（4番人気）
枠連票数 計 352785 的中 （4－6） 40409（2番人気）
馬連票数 計1749983 的中 �� 71075（5番人気）
馬単票数 計 715785 的中 �� 17965（7番人気）
ワイド票数 計 902358 的中 �� 31065（5番人気）�� 50477（3番人気）�� 16594（17番人気）
3連複票数 計2338282 的中 ��� 34988（11番人気）
3連単票数 計3283298 的中 ��� 10253（53番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．5―12．0―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．2―46．2―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヨ ン カ ー �
�
父 Exchange Rate �

�
母父 Put It Back デビュー 2015．11．14 東京2着

2013．3．26生 	4芦 母 Back in the Shade 母母 Shady Mist 12戦4勝 賞金 53，889，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１レース目 ３レース目



25059 9月18日 晴 良 （29中山4）第5日 第11競走 ��
��2，200�第71回朝日杯セントライト記念（ＧⅡ）

発走15時45分 （菊花賞トライアル） （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

朝日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 1，106，000円 316，000円 158，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

35 ミッキースワロー 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 482－ 22：12．7 6．1�
47 ア ル ア イ ン 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 526＋102：13．01� 1．7�
22 サトノクロニクル 牡3鹿 56 M．デムーロ里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462＋122：13．21� 6．6�
815 スティッフェリオ 牡3鹿 56 北村 友一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 438－ 42：13．3� 23．6�
59 プラチナヴォイス 牡3鹿 56 内田 博幸本間 茂氏 	島 一歩 新ひだか 矢野牧場 B510＋ 22：13．51� 26．0�
610 サンデームーティエ 牡3栗 56 吉田 豊戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 444＋102：13．71� 24．6	
46 サーレンブラント 牡3鹿 56 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 450± 0 〃 ハナ 17．5

814 クレッシェンドラヴ 牡3鹿 56 戸崎 圭太広尾レース� 二ノ宮敬宇 新ひだか 木村 秀則 492＋ 4 〃 クビ 39．3�
34 クリンチャー 牡3鹿 56 藤岡 佑介前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 490＋182：13．8クビ 10．7
713 ストロングレヴィル 牡3黒鹿56 石橋 脩村木 篤氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 22：13．9� 111．2�
11 サ ン シ ロ ウ 牡3鹿 56 柴田 善臣合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 486－ 42：14．0クビ 36．6�
712 ローリングタワー 牡3黒鹿56 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 432－ 62：14．42
 80．0�
611 インペリアルフィズ 牡3栗 56 田辺 裕信 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム B458＋ 2 〃 アタマ 45．2�
58 ブラックギムレット 牡3黒鹿56 大野 拓弥黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 448－ 22：15．14 337．1�
23 � ブラックロード 牡3黒鹿56 御神本訓史欠畑 圭一氏 矢野 義幸 日高 浦新 徳司 B498－ 22：15．42 264．6�

（船橋） （大井）

（15頭）

売 得 金
単勝： 223，624，200円 複勝： 300，437，500円 枠連： 145，209，400円 馬連： 662，570，700円 馬単： 338，407，200円
ワイド： 356，171，100円 3連複： 1，072，431，900円 3連単： 2，012，988，100円 5重勝： 455，565，000円 計： 5，567，405，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 150円 � 110円 � 160円 枠 連（3－4） 340円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 240円 �� 700円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 7，230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����� 101，390円

票 数

単勝票数 計2236242 的中 � 291878（2番人気）
複勝票数 計3004375 的中 � 421264（2番人気）� 1134962（1番人気）� 331394（3番人気）
枠連票数 計1452094 的中 （3－4） 324566（1番人気）
馬連票数 計6625707 的中 �� 867378（1番人気）
馬単票数 計3384072 的中 �� 169940（4番人気）
ワイド票数 計3561711 的中 �� 404217（1番人気）�� 110811（7番人気）�� 355224（2番人気）
3連複票数 計10724319 的中 ��� 696937（1番人気）
3連単票数 計20129881 的中 ��� 201785（9番人気）
5重勝票数 計4555650 的中 ����� 3145

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．4―35．8―48．9―1：01．8―1：14．6―1：26．7―1：38．7―1：50．4―2：01．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．0
1
3
10，15（2，4）7（1，9）（5，6）（14，13）－3，12－8－11
10，15（2，4）7（1，5）9，6（14，13）12，3（8，11）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキースワロー �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．2．25 中山5着

2014．2．26生 牡3鹿 母 マドレボニータ 母母 ツィンクルブライド 6戦3勝 賞金 80，267，000円
〔発走状況〕 サンシロウ号は，枠入り不良。

プラチナヴォイス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりミッキースワロー号・アルアイン号・サトノクロニクル号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

25060 9月18日 晴 良 （29中山4）第5日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走16時25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
1：44．9
1：43．9

良
良

47 ハナレイムーン 牝3鹿 52 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム B432＋181：48．7 3．4�
611 サトノキングダム 牡4鹿 57 戸崎 圭太里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 クビ 1．9�
46 マイネルザウバア 牡3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 452＋221：48．8� 14．5�
11 ドリームマジック 牝3鹿 52 北村 宏司堀口 晴男氏 中川 公成 浦河 高岸 順一 466－101：49．22� 43．4�
22 クインズラミントン 牡3鹿 54 藤岡 佑介亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 478－ 41：49．51� 106．5�
610 レッドシルヴィ 牝4鹿 55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 436－181：49．6� 19．5	
34 ヴィガーエッジ �4鹿 57 内田 博幸島川 
哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 484－ 81：49．81� 133．2�
814 ヴェルラヴニール 牡3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 21：49．9� 7．3
23 グラスルーチェ 牝3芦 52

49 ▲武藤 雅半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 446＋ 21：50．43 198．9�
58 ヴァンベールシチー 牡3栗 54 田辺 裕信 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 432＋12 〃 ハナ 14．8�
59 アオイシンゴ 牡3芦 54 吉田 隼人新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 480＋ 2 〃 クビ 30．6�
815	 マッシュクール 牡3黒鹿54 江田 照男島川 
哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 502＋ 8 〃 ハナ 156．3�
35 ロ ザ ン ジ ェ 牡3青鹿 54

53 ☆木幡 初也西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 宮内牧場 470＋ 81：50．5クビ 391．8�
713 オンザロックス 牡4鹿 57 御神本訓史稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 484＋ 41：50．71� 34．1�
（大井）

712	 マコトグラディウス 牡4黒鹿57 吉田 豊�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 472± 01：50．8クビ 280．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 101，782，800円 複勝： 116，923，000円 枠連： 47，469，800円
馬連： 205，084，800円 馬単： 110，019，200円 ワイド： 119，353，400円
3連複： 273，990，800円 3連単： 526，812，500円 計： 1，501，436，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 110円 � 240円 枠 連（4－6） 290円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 180円 �� 680円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 4，750円

票 数

単勝票数 計1017828 的中 � 233019（2番人気）
複勝票数 計1169230 的中 � 200784（2番人気）� 482393（1番人気）� 66673（5番人気）
枠連票数 計 474698 的中 （4－6） 124681（1番人気）
馬連票数 計2050848 的中 �� 480381（1番人気）
馬単票数 計1100192 的中 �� 118701（2番人気）
ワイド票数 計1193534 的中 �� 211416（1番人気）�� 37826（9番人気）�� 59620（5番人気）
3連複票数 計2739908 的中 ��� 173035（2番人気）
3連単票数 計5268125 的中 ��� 80369（7番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―12．1―12．7―12．3―12．4―11．7―11．1―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―37．2―49．9―1：02．2―1：14．6―1：26．3―1：37．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハナレイムーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．11．20 東京1着

2014．2．9生 牝3鹿 母 ハ ウ オ リ 母母 ノースフライト 5戦2勝 賞金 22，600，000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 ネコフッピー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

５レース目



（29中山4）第5日 9月18日 （祝日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 165頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

269，930，000円
2，530，000円
18，060，000円
2，490，000円
32，390，000円
67，362，500円
5，217，400円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
689，248，100円
1，101，865，500円
392，372，400円
1，700，599，600円
869，895，500円
953，107，400円
2，441，593，400円
4，241，994，600円
455，565，000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 12，846，241，500円

総入場人員 25，745名 （有料入場人員 23，042名）
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