
25001 9月8日 晴 良 （30中山4）第1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

815 エコロディアマンテ 牡2鹿 54
53 ☆木幡 巧也原村 正紀氏 岩戸 孝樹 えりも 能登 浩 470± 01：13．6 2．4�

36 キタノオドリコ 牝2鹿 54 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 488＋ 21：13．7� 16．1�
48 ニシノオウキ 牡2青鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 中央牧場 460± 01：13．91� 3．8�
611 ペイシャリルキス 牡2鹿 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 様似 清水スタッド 452＋ 81：14．11� 5．7�
714 トモジャナイト 牡2栗 54 丹内 祐次吉冨 学氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 B502－ 4 〃 ハナ 13．8�
47 シゲルホタルイシ 牡2栗 54 武士沢友治森中 蕃氏 水野 貴広 浦河 中村 雅明 B472－ 21：14．2� 29．3�
59 クリスタルボール 牝2黒鹿54 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 森永牧場 422± 01：15．37 358．8	
24 ラブミーサアヤ 牝2黒鹿 54

52 △藤田菜七子小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 伊藤 敏明 470＋ 81：15．4� 20．0

713 パ ゴ ダ 牝2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 428± 01：15．72 84．6�
612 ケンブリッジウィズ 牝2栗 54

52 △横山 武史中西 宏彰氏 石栗 龍彦 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 426－ 21：16．55 101．1

12 ダンスナンバー 牝2栗 54
52 △菊沢 一樹 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B438－ 41：16．82 165．3�

510 ミーラークルム 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 浦河 中村 雅明 468＋ 41：16．9� 448．9�
23 ニシノサトル 牡2芦 54 丸山 元気西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー

クスタツド 454－ 21：17．43 216．1�
11 フクノマーチ 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也佐藤 範夫氏 青木 孝文 青森 ワールドファーム 448－ 61：17．61� 46．3�
816 ベアラッキー 牝2栗 54

53 ☆木幡 初也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 厚真 大川牧場 432－ 21：18．45 208．6�
35 アイファーブリッジ 牝2黒鹿54 江田 照男中島 稔氏 竹内 正洋 新ひだか 加野牧場 412＋ 41：19．25 14．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，634，100円 複勝： 42，957，200円 枠連： 15，124，900円
馬連： 63，711，600円 馬単： 31，002，600円 ワイド： 41，436，000円
3連複： 94，519，800円 3連単： 112，333，300円 計： 430，719，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 320円 � 140円 枠 連（3－8） 960円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 4，780円

ワ イ ド �� 980円 �� 270円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 20，280円

票 数

単勝票数 計 296341 的中 � 99538（1番人気）
複勝票数 計 429572 的中 � 126240（1番人気）� 22161（7番人気）� 78175（2番人気）
枠連票数 計 151249 的中 （3－8） 12107（4番人気）
馬連票数 計 637116 的中 �� 16863（11番人気）
馬単票数 計 310026 的中 �� 4855（15番人気）
ワイド票数 計 414360 的中 �� 9899（13番人気）�� 46485（1番人気）�� 8864（15番人気）
3連複票数 計 945198 的中 ��� 22128（9番人気）
3連単票数 計1123333 的中 ��� 4014（56番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．2―12．8―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―35．6―48．4―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エコロディアマンテ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．6．17 東京12着

2016．5．2生 牡2鹿 母 シップスログ 母母 スムーズセイリング 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベアラッキー号・アイファーブリッジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

10月8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。
（非抽選馬） 4頭 カイラーサナータ号・カシノトランキーロ号・コアヴィクトリー号・スパーダネーラ号

25002 9月8日 晴 良 （30中山4）第1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 ミ ト ロ ジ ー 牡2栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 464± 01：36．2 2．7�
23 スペキュラース 牝2黒鹿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 442＋ 61：36．41 10．4�
36 ギフトオブアート 牝2鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 2 〃 クビ 4．0�
12 ソルパシオン 牡2栗 54 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 466＋101：36．61� 16．4�
510 ツクバソヴァール 牡2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 460＋ 41：37．23� 9．3	
815 ナ ミ ブ 牡2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 4 〃 アタマ 176．4

611 インターロード 牡2黒鹿54 柴田 善臣本間 茂氏 伊藤 伸一 新冠 オリエント牧場 462± 0 〃 クビ 69．4�
48 ハートハーツ 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子廣崎利洋HD� 田村 康仁 平取 清水牧場 400－ 81：37．3クビ 45．6�
713 マイネルリサイタル 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 8 〃 クビ 183．7
59 アレクサンドレッタ 牝2鹿 54 石川裕紀人根岸 朋弘氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 468－101：37．62 4．7�
11 マイネルエストック 牡2鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 シンボリ牧場 472－ 61：37．7� 102．6�
47 カ メ チ ャ ン 牝2黒鹿54 江田 照男内田 玄祥氏 星野 忍 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 クビ 33．8�
714 ヤマタケアンジュ 牝2鹿 54 原田 和真山中 佳代氏 根本 康広 浦河 高岸 順一 446± 01：37．91 616．3�
35 フラワーパレス 牝2鹿 54 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 高橋 修 446－ 6 〃 クビ 328．7�
24 ホットスタンプ 牝2栗 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 石郷岡 雅樹 450－ 21：38．11� 115．8�
612 フルヒロブラック 牡2青鹿54 嘉藤 貴行古岡 宏仁氏 田中 清隆 平取 清水牧場 438－ 61：38．41� 545．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，651，200円 複勝： 47，821，000円 枠連： 15，381，400円
馬連： 60，631，800円 馬単： 30，960，200円 ワイド： 41，524，400円
3連複： 80，973，800円 3連単： 100，252，500円 計： 411，196，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 190円 � 140円 枠 連（2－8） 1，270円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 500円 �� 270円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 8，530円

票 数

単勝票数 計 336512 的中 � 103297（1番人気）
複勝票数 計 478210 的中 � 123371（1番人気）� 52784（4番人気）� 84303（2番人気）
枠連票数 計 153814 的中 （2－8） 9343（5番人気）
馬連票数 計 606318 的中 �� 34682（4番人気）
馬単票数 計 309602 的中 �� 12050（5番人気）
ワイド票数 計 415244 的中 �� 20456（4番人気）�� 42860（1番人気）�� 16146（9番人気）
3連複票数 計 809738 的中 ��� 32414（3番人気）
3連単票数 計1002525 的中 ��� 8520（15番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．5―12．7―12．3―11．8―11．5―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．8―49．5―1：01．8―1：13．6―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

ミ ト ロ ジ ー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Editor’s Note デビュー 2018．7．28 新潟4着

2016．2．2生 牡2栗 母 リードストーリー 母母 Gwenjinsky 2戦1勝 賞金 6，100，000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） 2頭 カガファランドール号・ランペドゥーザ号
（非抽選馬） 1頭 フラワーリース号

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１日



25003 9月8日 晴 良 （30中山4）第1日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

48 ゴロンドリーナ 牝3栗 54 内田 博幸吉田 和美氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：13．2 6．6�
510 ヴ ィ ー ダ 牡3栗 56

54 △藤田菜七子中村 広樹氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 428＋ 6 〃 クビ 3．7�
36 ハービーボンズ 牡3鹿 56 吉田 隼人多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 432－ 41：13．62 67．1�
612 ユ ウ キ ャ ン 牝3黒鹿54 蛯名 正義道永 幸治氏 田中 剛 新冠 スカイビーチステーブル 452± 0 〃 ハナ 11．9�
12 スマートフォース 牡3栗 56 江田 照男大川 徹氏 粕谷 昌央 日高 本間牧場 B508＋ 61：13．81� 126．3�
714 キャルファースト 牡3栗 56 三浦 皇成里見 治紀氏 萩原 清 新ひだか タガミファーム 458－ 2 〃 アタマ 114．1�
35 バスクインザサン 牝3青 54 田辺 裕信	G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 514－ 2 〃 アタマ 8．5

23 コハルチャン 牝3栗 54 丸山 元気二口 雅一氏 土田 稔 新冠 村上牧場 440＋ 4 〃 ハナ 95．3�
815 グラチダオン 牡3黒鹿56 柴田 大知�酒井牧場 伊藤 大士 浦河 酒井牧場 B500＋ 21：13．9� 17．1
713 ル リ エ フ 牝3芦 54 大野 拓弥�菅井牧場 竹内 正洋 浦河 木戸口牧場 B482＋ 61：14．43 11．2�
11 ユーリトミクス 牝3鹿 54 C．ルメール 	G1レーシング 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 464－ 61：14．82� 3．3�
816 トーセンジャスパー 牝3鹿 54 西田雄一郎島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 480＋221：15．12 12．5�
59 トーアクリスティー 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也高山ランド	 柴田 政人 豊浦トーア牧場 398＋ 81：15．31� 182．2�
611 ホウオウシャロン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也小笹 芳央氏 牧 光二 えりも 寺井 文秀 490± 01：15．4� 260．3�
47 エボニーマーブル 牡3黒鹿 56

54 △横山 武史金子真人ホール
ディングス	 萩原 清 日高 白井牧場 468＋ 61：15．61� 52．8�

24 ブライティアシップ 牝3鹿 54 武士沢友治小林 昌志氏 伊藤 正徳 平取 雅 牧場 432－ 61：16．55 28．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，955，000円 複勝： 52，975，400円 枠連： 16，340，500円
馬連： 72，136，000円 馬単： 33，106，900円 ワイド： 49，639，800円
3連複： 99，653，900円 3連単： 119，731，400円 計： 478，538，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 230円 � 160円 � 1，570円 枠 連（4－5） 1，150円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 480円 �� 5，930円 �� 3，610円

3 連 複 ��� 19，100円 3 連 単 ��� 73，310円

票 数

単勝票数 計 349550 的中 � 42302（3番人気）
複勝票数 計 529754 的中 � 60457（3番人気）� 107993（2番人気）� 6348（12番人気）
枠連票数 計 163405 的中 （4－5） 10935（4番人気）
馬連票数 計 721360 的中 �� 49464（2番人気）
馬単票数 計 331069 的中 �� 11436（5番人気）
ワイド票数 計 496398 的中 �� 29424（2番人気）�� 2036（49番人気）�� 3372（37番人気）
3連複票数 計 996539 的中 ��� 3912（65番人気）
3連単票数 計1197314 的中 ��� 1184（255番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―12．0―12．7―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―35．2―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 ・（1，7，16）13（2，5，10，15）12（11，6）－8（14，9）－（3，4） 4 ・（1，16）（7，13）（2，5，6）（10，15）11（8，12）14－3，9－4

勝馬の
紹 介

ゴロンドリーナ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Crafty Prospector デビュー 2018．6．17 東京3着

2015．2．9生 牝3栗 母 マージナルグラマー 母母 Sakura Fabulous 3戦1勝 賞金 6，300，000円
※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） 1頭 アンティオキア号
（非抽選馬） 7頭 アマゾンチャック号・カラフルワールド号・サクラメント号・シュネルスト号・スマートパートナー号・

ハッピーオーキッド号・ファシナンテ号

25004 9月8日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30中山4）第1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

712� アカネバローロ 牝5鹿 58 五十嵐雄祐ライオンレースホース� 岩戸 孝樹 浦河 浦河日成牧場 484－ 23：12．0 10．1�
610 レジェンドパワー �6黒鹿60 原田 和真西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 444± 03：12．21� 5．4�
69 ココスタイル 牡6芦 60 石神 深一林 正道氏 的場 均 安平 ノーザンファーム 518－ 63：13．810 3．0�
57 シゲルピーマン �3鹿 58 上野 翔森中 蕃氏 粕谷 昌央 新ひだか 神垣 道弘 460＋ 23：13．9クビ 32．6�
814� ベストダンス 牡4黒鹿60 草野 太郎平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 492－123：14．11� 27．1�
34 レッドカイラス �4栗 60 大江原 圭 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 B464＋ 23：15．05 12．3	
45 キールコネクション 牡6栗 60 蓑島 靖典水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 472＋ 43：15．74 3．1

58 ジョーカーワイルド 牡3鹿 58 高野 和馬 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 520－ 63：16．01	 234．2�
11 ブルベアサンショウ 牡3鹿 58 黒岩 悠 �ブルアンドベア 坂口 正則 日高 森永牧場 462－ 43：16．85 55．2�
813 コンゴウリキ �5栗 60 山本 康志浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか 藤川フアーム 438＋123：18．6大差 62．6
33 カ ム イ 牡5鹿 60 小野寺祐太川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 466± 03：21．2大差 59．8�
22 テイエムフタエマル 牝6鹿 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 渡辺 薫彦 日高 アイズスタッド株式会社 498－123：21．94 9．4�
46 シゲルアサツキ 牝3栗 56 浜野谷憲尚森中 蕃氏 粕谷 昌央 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 446－ 6 （競走中止） 140．8�
711 クリノエリザベッタ 牝3栗 56 大庭 和弥栗本 博晴氏 天間 昭一 むかわ 貞広 賢治 500＋ 6 （競走中止） 197．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，327，700円 複勝： 23，462，600円 枠連： 13，260，900円
馬連： 39，669，900円 馬単： 22，176，100円 ワイド： 26，235，100円
3連複： 60，426，100円 3連単： 83，418，300円 計： 287，976，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 290円 � 180円 � 140円 枠 連（6－7） 1，230円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 8，160円

ワ イ ド �� 940円 �� 640円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 28，430円

票 数

単勝票数 計 193277 的中 � 15181（5番人気）
複勝票数 計 234626 的中 � 16436（6番人気）� 33467（3番人気）� 55235（1番人気）
枠連票数 計 132609 的中 （6－7） 8326（5番人気）
馬連票数 計 396699 的中 �� 8701（12番人気）
馬単票数 計 221761 的中 �� 2036（27番人気）
ワイド票数 計 262351 的中 �� 6722（12番人気）�� 10345（6番人気）�� 19098（2番人気）
3連複票数 計 604261 的中 ��� 15915（9番人気）
3連単票数 計 834183 的中 ��� 2127（88番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 52．2－3F 39．6

コーナー
通過順位

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

�
�

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

勝馬の
紹 介

�アカネバローロ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Slewpy

2013．4．30生 牝5鹿 母 バ ル バ ラ 母母 Kool Arrival 障害：2戦1勝 賞金 7，800，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 シゲルアサツキ号は，競走中に異常歩様となったため2周目2コーナーで競走中止。
クリノエリザベッタ号は，2周目5号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

〔制裁〕 ベストダンス号の騎手草野太郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 シゲルアサツキ号は，競走中に異常歩様となったことについて障害調教再審査〔平地調教を含む〕。
※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 シークレットパス号



25005 9月8日 晴 良 （30中山4）第1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

79 リバーシブルレーン 牡2青鹿54 大野 拓弥吉田 照哉氏 高木 登 千歳 社台ファーム 440 ―2：03．5 4．0�
710 ブランクエンド 牡2鹿 54 田辺 裕信諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470 ―2：03．92� 2．5�
55 アナザークイーン 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 448 ―2：04．43 73．5�
68 ミヤビソフィア 牝2栗 54 戸崎 圭太村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 456 ―2：04．5� 8．6�
56 ホウオウビクトリー 牡2鹿 54 吉田 隼人小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 466 ―2：04．81� 15．0�
811 ム ニ ア イ ン 牡2栗 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 480 ― 〃 クビ 4．0	
67 デルマエトワール 牝2芦 54

52 △菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 488 ―2：05．12 30．1

812 トラインコンパス 牡2黒鹿54 柴山 雄一�G1レーシング 小笠 倫弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432 ―2：05．63 133．6�
22 ルトンセラン 牝2栗 54 丹内 祐次 �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 406 ― 〃 クビ 272．3
44 クリノブラックオー 牡2鹿 54 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 三輪牧場 466 ―2：05．81� 192．7�
33 テイエムアカリオー 牡2鹿 54 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 高柳 隆男 494 ―2：07．28 126．3�
11 ハーフパイント 牡2鹿 54 内田 博幸吉田 和美氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 500 ―2：10．5大差 21．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，806，200円 複勝： 39，631，900円 枠連： 13，606，200円
馬連： 50，911，800円 馬単： 29，538，300円 ワイド： 34，733，900円
3連複： 64，964，100円 3連単： 102，229，200円 計： 374，421，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 130円 � 870円 枠 連（7－7） 430円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 220円 �� 2，570円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 6，550円 3 連 単 ��� 22，510円

票 数

単勝票数 計 388062 的中 � 81415（2番人気）
複勝票数 計 396319 的中 � 75300（2番人気）� 106493（1番人気）� 6995（8番人気）
枠連票数 計 136062 的中 （7－7） 24321（2番人気）
馬連票数 計 509118 的中 �� 93775（1番人気）
馬単票数 計 295383 的中 �� 23877（3番人気）
ワイド票数 計 347339 的中 �� 50766（1番人気）�� 3001（22番人気）�� 3900（21番人気）
3連複票数 計 649641 的中 ��� 7436（21番人気）
3連単票数 計1022292 的中 ��� 3292（75番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．5―13．3―13．6―12．1―12．5―11．9―11．4―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―37．5―50．8―1：04．4―1：16．5―1：29．0―1：40．9―1：52．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．5
1
3
1（5，9）（2，11）（8，10）6（7，12）－3－4・（1，4）（5，9，10）（2，11）（8，6，12）（7，3）

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

勝馬の
紹 介

リバーシブルレーン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2016．2．16生 牡2青鹿 母 カウアイレーン 母母 シルバーレーン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ハーフパイント号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※ホウオウビクトリー号・ルトンセラン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

25006 9月8日 晴 良 （30中山4）第1日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時00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
1：30．7
1：30．7

良
良

24 ラ テ ィ カ 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 490＋ 41：34．1 1．5�
815 グラマラスライフ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 アタマ 7．8�
48 ステラーインパクト 牝3鹿 54 石橋 脩 C．フィプケ氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 430＋ 6 〃 クビ 5．8�
510 ニシノゲンセキ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 清水ファーム 476± 01：34．2� 16．2�
59 オールステリーナ 牝3黒鹿 54

52 △藤田菜七子宮田 守氏 黒岩 陽一 日高 前野牧場 476± 01：34．3� 15．5�
714 ブラックデビル 牡3鹿 56 三浦 皇成	KTレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 474－ 21：34．4� 17．6

23 ムーンフォース 牡3黒鹿56 西田雄一郎 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 平取 北島牧場 504＋10 〃 クビ 172．4�
11 スーパーノーマル 牝3黒鹿54 北村 宏司ニッシンレーシング 伊藤 大士 安平 追分ファーム 472± 01：34．5� 183．3�
35 レ ガ 牝3栗 54 蛯名 正義榊原 浩一氏 田中 剛 新ひだか 岡田スタツド 450± 01：34．6クビ 152．1
36 ペトロシネッラ 牝3青鹿54 武 豊ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－ 41：35．13 15．5�
611 ラグビーガール 牝3鹿 54 横山 和生齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 日高 シンボリ牧場 478＋12 〃 クビ 80．5�
47 シャイニンオスカー 牝3黒鹿54 内田 博幸市川義美ホール

ディングス	 戸田 博文 千歳 社台ファーム 466－ 21：35．31	 333．0�
713 ペルネッティア 牝3青鹿 54

52 △横山 武史 �キャロットファーム 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 392＋ 21：35．4クビ 77．6�
12 ハローダーリン 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 山口 忠彦 466± 01：35．71� 443．1�
612 ヨ ツ バ ヒ メ 牝3栗 54 江田 照男�川島牧場 牧 光二 新冠 川島牧場 404± 01：35．91	 217．9�
816 コウソクヒカリ 牝3青鹿54 柴山 雄一野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 430＋ 4 〃 アタマ 367．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，085，800円 複勝： 115，985，100円 枠連： 17，815，200円
馬連： 72，837，900円 馬単： 44，948，600円 ワイド： 52，002，700円
3連複： 100，764，400円 3連単： 154，686，000円 計： 604，125，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連（2－8） 490円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 230円 �� 240円 �� 460円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 2，370円

票 数

単勝票数 計 450858 的中 � 234693（1番人気）
複勝票数 計1159851 的中 � 741021（1番人気）� 93855（2番人気）� 87779（3番人気）
枠連票数 計 178152 的中 （2－8） 28011（3番人気）
馬連票数 計 728379 的中 �� 107743（2番人気）
馬単票数 計 449486 的中 �� 51557（2番人気）
ワイド票数 計 520027 的中 �� 62638（1番人気）�� 57990（2番人気）�� 25268（7番人気）
3連複票数 計1007644 的中 ��� 90519（1番人気）
3連単票数 計1546860 的中 ��� 47173（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．4―11．5―12．0―11．9―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．1―46．6―58．6―1：10．5―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

ラ テ ィ カ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．5．12 東京6着

2015．5．4生 牝3鹿 母 ローズオットー 母母 エリザベスローズ 5戦1勝 賞金 11，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アドマイヤテン号・ペイフォワード号
（非抽選馬） 2頭 ティエンラン号・レコンキスタシチー号追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 11 日第 1競走）

〔その他〕　　ファイトフラッシュ号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕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。



25007 9月8日 晴 良 （30中山4）第1日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （ダート・右）

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

816 アルマユディト 牝3黒鹿53 松岡 正海コウトミックレーシング 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 490－ 61：11．4 17．7�
713 タイガーヴォーグ 牡5鹿 57 武 豊千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 B494－ 21：11．82� 3．2�
36 ラ ン パ ク 牡3芦 55 三浦 皇成一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 494＋ 8 〃 ハナ 4．9�
815 ノボベイビー 牡3栗 55 内田 博幸�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 476± 0 〃 クビ 3．9�
11 ガ チ コ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 466＋ 21：12．43� 82．2	
612 ケイアイテディ 牡3栗 55 田辺 裕信亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 隆栄牧場 B458－ 21：12．5� 9．3

714 トウショウデュエル 牡6栗 57 大野 拓弥トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 532＋ 61：12．81� 6．8�
24 � ウエスタンボルト 	5鹿 57

55 △横山 武史西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 462＋ 61：12．9� 53．9�
48 セレノグラフィー 	5黒鹿57 丸田 恭介村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 B494－ 41：13．0� 44．0
12 シ キ シ マ 牡3鹿 55

52 ▲山田 敬士井山 登氏 小桧山 悟 浦河 大柳ファーム 480＋ 41：13．1クビ 256．2�
611� セブンレジェンド 牡4黒鹿 57

55 △藤田菜七子橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか タイヘイ牧場 514＋ 2 〃 アタマ 37．7�
47 � ユアザスター 牡5鹿 57 北村 宏司西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B502－ 21：13．31
 17．7�
59 カ ナ メ 牡3青鹿55 柴山 雄一玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 524－ 61：13．61� 48．5�
510� サコウイッパク 牡4黒鹿57 田中 勝春村島 昭男氏 的場 均 新ひだか 木村 秀則 500＋ 2 〃 クビ 255．9�
23 オレオールカフェ 牡5黒鹿 57

55 △菊沢 一樹西川 光一氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 466－ 61：14．13 202．8�
35 キョウエイオビエド 牡3芦 55 柴田 大知田中 晴夫氏 勢司 和浩 浦河 山口 義彦 470± 01：14．73� 113．8�
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売 得 金
単勝： 35，774，300円 複勝： 54，172，900円 枠連： 22，519，000円
馬連： 80，219，700円 馬単： 36，806，600円 ワイド： 53，299，400円
3連複： 109，392，600円 3連単： 131，963，500円 計： 524，148，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 430円 � 150円 � 210円 枠 連（7－8） 290円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 9，510円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 1，980円 �� 450円

3 連 複 ��� 5，960円 3 連 単 ��� 51，160円

票 数

単勝票数 計 357743 的中 � 16160（6番人気）
複勝票数 計 541729 的中 � 24830（7番人気）� 120882（1番人気）� 66354（4番人気）
枠連票数 計 225190 的中 （7－8） 58244（1番人気）
馬連票数 計 802197 的中 �� 18832（13番人気）
馬単票数 計 368066 的中 �� 2900（34番人気）
ワイド票数 計 532994 的中 �� 9484（16番人気）�� 6547（19番人気）�� 32819（3番人気）
3連複票数 計1093926 的中 ��� 13750（16番人気）
3連単票数 計1319635 的中 ��� 1870（152番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―11．7―12．1―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．4―35．1―47．2―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．3
3 ・（15，16）（3，12）（5，13）2（4，8，9，14）（7，6，10）11，1 4 ・（15，16）（3，12，13）（2，5）（4，8，14）（7，6）（9，10）11，1

勝馬の
紹 介

アルマユディト �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．6．24 函館4着

2015．4．16生 牝3黒鹿 母 ミルクトーレル 母母 ミスワキジャパン 5戦2勝 賞金 13，600，000円

25008 9月8日 晴 良 （30中山4）第1日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

611 エヴィエイション 牡3青鹿54 大野 拓弥ゴドルフィン 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498＋ 21：53．0 2．3�

610 ペイシャリサ 牝4栗 55
52 ▲山田 敬士北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 478± 01：53．1� 93．7�

11 ダイワドノヴァン 牡4黒鹿57 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B518－ 81：53．31 5．6�
59 マイネルレンカ 牡4黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 450－ 71：53．4� 61．0�
713 ロージズキング 牡3栗 54

53 ☆木幡 巧也鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B516± 01：53．72 24．4�
814 シャムロック 牡4栗 57 石橋 脩諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 504＋141：54．33� 3．4	
58 � マイネルツィール 牡5鹿 57 横山 典弘杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 470－ 61：54．4� 20．9

47 ジェイケイライジン 牡4栗 57 三浦 皇成小谷野次郎氏 柴田 政人 浦河 富塚ファーム 480＋ 21：54．5クビ 23．5�
22 アオテンジョウ 牡4栗 57 内田 博幸北所 直人氏 松永 康利 登別 ユートピア牧場 478＋ 41：54．81� 174．2�
23 スターオンザヒル 牡3黒鹿54 武士沢友治飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 488－ 4 〃 クビ 158．6
35 アイアムジュピター 牡4鹿 57

55 △横山 武史堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 506－ 81：55．01� 259．9�
712� ディーエスファニー 牡4鹿 57 丹内 祐次秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 448＋ 21：55．42� 36．3�
46 シグネットリング 	4黒鹿57 田辺 裕信 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム B480－161：55．71� 35．4�
815� オ ヒ ナ サ マ 牝4栗 55 石川裕紀人 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 小野瀬 竜馬 480－ 81：56．55 99．9�
34 マイティーゴールド 牡5栗 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 556± 01：58．8大差 8．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，784，200円 複勝： 44，160，700円 枠連： 18，623，100円
馬連： 82，323，800円 馬単： 37，846，000円 ワイド： 50，886，500円
3連複： 107，913，900円 3連単： 139，514，100円 計： 518，052，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 970円 � 170円 枠 連（6－6） 7，360円

馬 連 �� 10，960円 馬 単 �� 14，080円

ワ イ ド �� 2，940円 �� 320円 �� 5，820円

3 連 複 ��� 18，260円 3 連 単 ��� 85，860円

票 数

単勝票数 計 367842 的中 � 124009（1番人気）
複勝票数 計 441607 的中 � 110556（1番人気）� 7585（11番人気）� 68821（3番人気）
枠連票数 計 186231 的中 （6－6） 1959（23番人気）
馬連票数 計 823238 的中 �� 5819（28番人気）
馬単票数 計 378460 的中 �� 2015（44番人気）
ワイド票数 計 508865 的中 �� 4112（29番人気）�� 46837（2番人気）�� 2048（48番人気）
3連複票数 計1079139 的中 ��� 4432（52番人気）
3連単票数 計1395141 的中 ��� 1178（241番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．4―49．2―1：02．0―1：14．7―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4F51．0―3F38．3
1
3
4（6，9）12（1，14）（2，5，11）－（3，10，13）－（7，8）15・（4，6，9）（12，14，1，5）11，13，10－（2，3）7－8－15

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

勝馬の
紹 介

エヴィエイション �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Dubai Millennium デビュー 2018．7．7 福島1着

2015．3．13生 牡3青鹿 母 ロイヤルガラ 母母 Vivid Concert 3戦2勝 賞金 13，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイティーゴールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月8日まで平地

競走に出走できない。



25009 9月8日 晴 良 （30中山4）第1日 第9競走 ��
��1，600�ア ス タ ー 賞

発走14時35分 （芝・右・外）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

77 グ レ イ シ ア 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：34．9 1．4�
88 ドラウプニル 牡2鹿 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 462＋ 81：35．11� 3．1�
33 ミ チ ビ キ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 21：35．52� 14．8�
11 マイネルアプラウス 牡2黒鹿54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 6 〃 クビ 26．2�
55 トーラスジェミニ 牡2鹿 54 吉田 隼人柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 458± 01：35．71� 50．3�
22 	 マイネルエイブ 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 米 Robert B.
Trussell Jr. 472± 01：35．91� 15．4	

44 ギ ュ ウ ホ 牡2鹿 54 杉原 誠人
ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 神垣 道弘 426－ 21：36．64 213．1�
66 グランデメッシ 牡2黒鹿54 三浦 皇成 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 平取 高橋 啓 480－ 8 〃 クビ 38．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 47，743，900円 複勝： 91，412，900円 枠連： 発売なし
馬連： 74，852，700円 馬単： 59，062，200円 ワイド： 34，633，600円
3連複： 75，497，200円 3連単： 257，148，100円 計： 640，350，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 160円 馬 単 �� 230円

ワ イ ド �� 110円 �� 190円 �� 260円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 700円

票 数

単勝票数 計 477439 的中 � 261000（1番人気）
複勝票数 計 914129 的中 � 652140（1番人気）� 124181（2番人気）� 42490（3番人気）
馬連票数 計 748527 的中 �� 346686（1番人気）
馬単票数 計 590622 的中 �� 191107（1番人気）
ワイド票数 計 346336 的中 �� 117629（1番人気）�� 36072（2番人気）�� 23628（4番人気）
3連複票数 計 754972 的中 ��� 157999（1番人気）
3連単票数 計2571481 的中 ��� 263209（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．8―48．1―1：00．4―1：12．5―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．5

3 1（2，5）3，6（4，8）7
2
4

・（1，2，3）6（4，5）8，7・（1，2）5，3（6，8）（4，7）
勝馬の
紹 介

グ レ イ シ ア 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2018．7．28 新潟1着

2016．1．26生 牝2鹿 母 クーデグレイス 母母 グレイスルーマー 2戦2勝 賞金 17，182，000円

25010 9月8日 晴 良 （30中山4）第1日 第10競走 ��
��1，800�

のこぎりやま

鋸 山 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54�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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

58 デザートスネーク �4鹿 57 黛 弘人石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 482＋ 81：51．4 6．8�
47 アナザートゥルース �4栗 57 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 新ひだか 岡田スタツド 480－ 2 〃 アタマ 1．4�
59 スペリオルシチー 牡4鹿 57 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 470－ 4 〃 クビ 16．2�
611 バトルスピリッツ 牡4鹿 57 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 三石川上牧場 514± 01：51．61	 6．8�
610 セガールモチンモク �4栗 57 戸崎 圭太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B482± 01：51．91
 11．9�
46 ポルトドレーヴ �5鹿 57 三浦 皇成村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B462－ 41：52．0
 198．8	
35 ボールドアテンプト 牝5黒鹿55 北村 宏司�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 41：52．21	 82．5

713 ス ク ラ ッ タ 牝5黒鹿55 嘉藤 貴行吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B420＋121：52．41	 257．7�
11 ディーズフェイク 牝3青鹿52 松岡 正海秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 458－ 61：52．61	 181．7�
34 スペルマロン �4栗 57 江田 照男西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 504＋ 21：52．7
 18．9
23 アンプラグド �7芦 57 横山 典弘諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 494－ 21：52．8クビ 41．4�
22 ディアドナテロ 牡6黒鹿57 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 B494－ 61：53．11
 176．8�
814� タイセイヴィクター �5鹿 57 木幡 巧也田中 成奉氏 林 徹 安平 追分ファーム 500－ 21：54．27 41．9�
712 レオイノセント 牡5芦 57 丹内 祐次�レオ 牧 光二 新冠 飛渡牧場 B498－ 2 〃 クビ 383．8�
815 ヒメタチバナ 牝5黒鹿55 内田 博幸岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 470＋ 61：54．83� 143．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 56，959，000円 複勝： 181，092，700円 枠連： 33，789，100円
馬連： 141，192，500円 馬単： 75，557，600円 ワイド： 80，299，600円
3連複： 192，899，000円 3連単： 327，282，100円 計： 1，089，071，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 170円 � 110円 � 230円 枠 連（4－5） 330円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 250円 �� 800円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 6，960円

票 数

単勝票数 計 569590 的中 � 66589（2番人気）
複勝票数 計1810927 的中 � 93627（3番人気）� 1309843（1番人気）� 59131（5番人気）
枠連票数 計 337891 的中 （4－5） 78717（2番人気）
馬連票数 計1411925 的中 �� 238952（1番人気）
馬単票数 計 755576 的中 �� 41537（6番人気）
ワイド票数 計 802996 的中 �� 89912（1番人気）�� 22272（10番人気）�� 59979（4番人気）
3連複票数 計1928990 的中 ��� 125280（3番人気）
3連単票数 計3272821 的中 ��� 34079（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．6―49．3―1：01．6―1：14．1―1：26．9―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デザートスネーク �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2017．1．16 中京3着

2014．3．25生 �4鹿 母 ジョイアサーティン 母母 アサーテイン 9戦4勝 賞金 40，315，000円

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 12 日第 12 競走）
〔その他〕　　アブソリュカフェ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　アブソリュカフェ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30

年 10月 2日まで出走できない。



25011 9月8日 晴 良 （30中山4）第1日 第11競走
中山競馬場開設90周年記念

��
��2，000�第3回紫苑ステークス（ＧⅢ）

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

賞 品
本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

714 ノ ー ム コ ア 牝3芦 54 C．ルメール 池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 456± 01：58．0 4．2�
11 マ ウ レ ア 牝3鹿 54 武 豊落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 440＋ 21：58．53 2．7�
48 � ラ ン ド ネ 牝3鹿 54 吉田 隼人合同会社小林英一

ホールディングス 中竹 和也 米 Winches-
ter Farm 508＋ 21：58．6� 15．3�

23 パイオニアバイオ 牝3鹿 54 木幡 巧也バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 432＋ 4 〃 クビ 15．3�
611 ハーレムライン 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 476＋261：59．02� 34．4�
612 アヴィオール 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 446－ 61：59．21 52．7	
36 クイーングラス 牝3鹿 54 丸田 恭介遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 21：59．3� 12．0

12 オ ハ ナ 牝3青鹿54 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム B422＋ 8 〃 クビ 64．9�
47 メサルティム 牝3鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 432＋121：59．4クビ 62．1
59 カレンシリエージョ 牝3栗 54 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 474－ 8 〃 クビ 27．3�
35 ロサグラウカ 牝3黒鹿54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：59．5クビ 21．8�
510 ロマンテソーロ 牝3青鹿54 北村 宏司了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 450＋ 8 〃 クビ 95．2�
24 サ ラ ス 牝3鹿 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 504± 01：59．71� 5．5�
815 レッドベルローズ 牝3青鹿54 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 460＋101：59．91 12．9�
816 ロフティフレーズ 牝3黒鹿54 松岡 正海水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 438－ 62：00．64 173．6�
713 ホクセンジョウオー 牝3黒鹿54 菊沢 一樹大野 裕氏 松山 将樹 日高 佐々木 康治 462＋ 42：00．81	 170．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 157，517，100円 複勝： 226，544，200円 枠連： 84，425，900円
馬連： 475，982，000円 馬単： 174，844，500円 ワイド： 268，462，900円
3連複： 749，108，300円 3連単： 976，292，900円 計： 3，113，177，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 130円 � 310円 枠 連（1－7） 650円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，130円 �� 960円

3 連 複 ��� 3，400円 3 連 単 ��� 16，070円

票 数

単勝票数 計1575171 的中 � 299977（2番人気）
複勝票数 計2265442 的中 � 431440（2番人気）� 528492（1番人気）� 130999（7番人気）
枠連票数 計 844259 的中 （1－7） 99848（2番人気）
馬連票数 計4759820 的中 �� 540128（1番人気）
馬単票数 計1748445 的中 �� 87379（2番人気）
ワイド票数 計2684629 的中 �� 273802（1番人気）�� 55951（13番人気）�� 66688（11番人気）
3連複票数 計7491083 的中 ��� 164928（6番人気）
3連単票数 計9762929 的中 ��� 44045（26番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―12．2―12．3―12．7―11．9―11．8―11．5―11．5―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―22．9―35．1―47．4―1：00．1―1：12．0―1：23．8―1：35．3―1：46．8

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノ ー ム コ ア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．7．16 福島1着

2015．2．25生 牝3芦 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 5戦3勝 賞金 74，794，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりノームコア号・マウレア号・ランドネ号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

25012 9月8日 晴 良 （30中山4）第1日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時25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

11 カ リ ン バ 牝4鹿 55 丸山 元気 �シルクレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 430＋ 81：33．7 20．7�
713 テンワールドレイナ 牝3栗 53 戸崎 圭太天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 460± 01：34．02 12．0�
58 スピリットソウル 牡4黒鹿57 武 豊落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492± 01：34．1� 4．7�
611 アルミレーナ 牝4芦 55 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 440－ 8 〃 クビ 2．6�
815 シセイヒテン 牡3青 55 伊藤 工真猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 438－ 41：34．31	 5．2�
34 ハイアーヴォルト 牡6鹿 57

54 ▲木幡 育也伊東 純一氏 大江原 哲 浦河 昭和牧場 480－141：34．61� 147．1	
23 アースビヨンド 牡3黒鹿55 三浦 皇成前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 502± 0 〃 ハナ 34．5

35 グットクルサマー 牡3栗 55 北村 宏司 �アフロin El Paso 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490－ 4 〃 ハナ 8．3�
59 マイネルベレーロ 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 480± 01：34．81� 140．9
47 ヴィータファン 
5鹿 57 石橋 脩猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 466± 0 〃 クビ 9．8�
22 アイアムヒメ 牝3栗 53 田中 勝春玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 452－ 61：35．01	 30．0�
46 � リュウシンローズ 牝4黒鹿55 武士沢友治�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 466＋ 61：35．42� 262．5�
814� ヴァイスジーニー 牡4芦 57 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柄崎 孝 米
Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

B516＋121：35．82� 97．6�
610 クインズラミントン 牡4鹿 57 大野 拓弥亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 476－ 21：36．11 53．0�
712 カ レ ン 牝4栗 55 杉原 誠人�ミルファーム 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 486－ 41：36．2� 153．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 71，215，300円 複勝： 87，528，100円 枠連： 33，513，100円
馬連： 165，167，400円 馬単： 73，181，600円 ワイド： 104，250，700円
3連複： 222，720，800円 3連単： 311，344，100円 計： 1，068，921，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，070円 複 勝 � 470円 � 320円 � 200円 枠 連（1－7） 9，730円

馬 連 �� 11，100円 馬 単 �� 24，030円

ワ イ ド �� 2，830円 �� 1，800円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 17，380円 3 連 単 ��� 157，840円

票 数

単勝票数 計 712153 的中 � 27494（7番人気）
複勝票数 計 875281 的中 � 42439（7番人気）� 68086（6番人気）� 138680（3番人気）
枠連票数 計 335131 的中 （1－7） 2669（29番人気）
馬連票数 計1651674 的中 �� 11522（29番人気）
馬単票数 計 731816 的中 �� 2284（60番人気）
ワイド票数 計1042507 的中 �� 9328（29番人気）�� 14911（20番人気）�� 23529（14番人気）
3連複票数 計2227208 的中 ��� 9609（54番人気）
3連単票数 計3113441 的中 ��� 1430（409番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．0―12．0―11．5―11．3―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．2―48．2―59．7―1：11．0―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．5―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

カ リ ン バ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．12．17 中山1着

2014．4．21生 牝4鹿 母 アフリカンピアノ 母母 マ ン デ ラ 9戦2勝 賞金 15，250，000円



（30中山4）第1日 9月8日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

223，430，000円
17，460，000円
1，520，000円
26，400，000円
72，395，000円
5，636，800円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
607，453，800円
1，007，744，700円
284，399，300円
1，379，637，100円
649，031，200円
837，404，600円
1，958，833，900円
2，816，195，500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 9，540，700，100円

総入場人員 21，879名 （有料入場人員 19，575名）
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