
25049 9月17日 晴 良 （30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

67 ダイシンインディー 牡2栗 54 C．ルメール 大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 530± 01：53．8 1．7�
22 オリオンパッチ 牡2黒鹿54 M．デムーロ陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 バンブー牧場 484＋ 41：54．97 5．8�
44 ミッキーポテト 牡2黒鹿54 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 514－ 81：56．49 16．5�
812 アンジェリーブル 牝2栗 54 三浦 皇成�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 432－ 21：56．82� 4．0�
56 アミュリオン 牡2栗 54 黛 弘人吉澤 克己氏 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 446＋ 21：57．22� 196．7�
11 コスモハヤテ 牡2青 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 21：57．83� 233．0	
79 ジェミーウェイ 牝2栗 54 田辺 裕信 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458± 01：58．33 47．4�
55 キタサンルージュ 牝2黒鹿54 北村 宏司�大野商事 奥村 武 新冠 村田牧場 474＋ 81：58．83 16．7�
710 トーセンジルコン 牝2黒鹿54 岩部 純二島川 哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム 470＋ 41：59．22� 68．4�
33 ムーンレット 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 484＋202：02．1大差 121．2�
68 カシノメルシー 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 本田 土寿 474－ 2 〃 アタマ 239．7�
811 インスタントカーマ 牡2栗 54 津村 明秀薪浦 亨氏 武市 康男 日高 下川 茂広 490＋ 62：04．4大差 87．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，402，000円 複勝： 65，607，000円 枠連： 10，653，200円
馬連： 54，900，700円 馬単： 36，723，500円 ワイド： 39，360，100円
3連複： 76，097，400円 3連単： 133，555，700円 計： 460，299，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 230円 枠 連（2－6） 430円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 250円 �� 400円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 3，570円

票 数

単勝票数 計 434020 的中 � 213147（1番人気）
複勝票数 計 656070 的中 � 383021（1番人気）� 66938（3番人気）� 29672（5番人気）
枠連票数 計 106532 的中 （2－6） 18969（2番人気）
馬連票数 計 549007 的中 �� 93425（2番人気）
馬単票数 計 367235 的中 �� 43555（2番人気）
ワイド票数 計 393601 的中 �� 46254（2番人気）�� 24771（5番人気）�� 11380（9番人気）
3連複票数 計 760974 的中 ��� 41425（4番人気）
3連単票数 計1335557 的中 ��� 27078（9番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．9―13．1―12．5―12．1―12．2―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―37．7―50．8―1：03．3―1：15．4―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4F50．5―3F38．4
1
3
7，12（2，11）3，6，9－10，5－8，4－1・（7，12）－2－9，6（3，11）－10－4－（5，1，8）

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

勝馬の
紹 介

ダイシンインディー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．8．18 新潟7着

2016．2．9生 牡2栗 母 キ ャ ッ ツ 母母 Blissful 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンジルコン号・ムーンレット号・カシノメルシー号・インスタントカーマ号は，「タイムオーバーに

よる出走制限」のため，平成30年10月17日まで平地競走に出走できない。

25050 9月17日 晴 良 （30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

816 メイスンハナフブキ 牝2鹿 54 田辺 裕信梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 高松牧場 432＋101：35．6 36．9�
612 ファムファタル 牝2鹿 54 岩田 康誠�Shadow 栗田 徹 浦河 絵笛牧場 480－ 6 〃 クビ 11．2�
59 ワイルドオーキッド 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 398± 01：35．81� 16．7�
12 ベストオンアース 牝2栗 54 大野 拓弥�須野牧場 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 488＋161：35．9クビ 15．0�
23 ベルクワイア 牝2鹿 54 C．ルメール 	キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：36．11� 1．1

815 ジェイドパンニャー 牝2黒鹿54 菅原 隆一福原 晃氏 小野 次郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 392－ 21：36．73� 348．9�
35 ケ イ ス タ ー 牝2栗 54 三浦 皇成桑野 克己氏 杉浦 宏昭 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 450＋ 41：36．8� 201．4�
714 オ ー レ ア 牝2栗 54 戸崎 圭太 	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 434＋ 61：37．01� 17．9
11 サパムーカンチャイ 牝2鹿 54 杉原 誠人	ミルファーム 田中 清隆 千歳 社台ファーム 448＋ 6 〃 クビ 131．5�
713 カガファランドール 牝2栗 54

51 ▲木幡 育也香川 憲次氏 大江原 哲 浦河 ディアレスト
クラブ 396－ 21：37．1� 545．9�

47 レディードリー 牝2青鹿54 内田 博幸小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 秋田牧場 428＋121：37．2� 30．4�
611 スマートブランコ 牝2栗 54

52 △藤田菜七子吉田喜代司氏 佐藤 吉勝 浦河 有限会社
松田牧場 422－ 6 〃 クビ 92．3�

24 プリマコロン 牝2栗 54 田中 勝春�FTU 天間 昭一 新冠 細川農場 470－ 21：37．3� 333．0�
48 ダズリングビーチ 牝2黒鹿54 津村 明秀 	社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム B452± 01：37．4� 56．6�
36 ススメヨンマル 牝2鹿 54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 浦河 岡本 昌市 420＋141：38．25 743．4�
510 ヤマノイッキー 牝2芦 54 蛯名 正義澤村 敏雄氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 470± 01：38．62� 217．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，924，900円 複勝： 150，764，100円 枠連： 14，176，300円
馬連： 59，061，000円 馬単： 45，999，200円 ワイド： 47，364，200円
3連複： 85，953，500円 3連単： 171，012，400円 計： 613，255，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，690円 複 勝 � 1，670円 � 720円 � 680円 枠 連（6－8） 7，350円

馬 連 �� 10，450円 馬 単 �� 38，850円

ワ イ ド �� 2，290円 �� 1，970円 �� 950円

3 連 複 ��� 22，410円 3 連 単 ��� 225，010円

票 数

単勝票数 計 389249 的中 � 8935（7番人気）
複勝票数 計1507641 的中 � 22895（7番人気）� 56759（4番人気）� 60351（2番人気）
枠連票数 計 141763 的中 （6－8） 1493（15番人気）
馬連票数 計 590610 的中 �� 4376（18番人気）
馬単票数 計 459992 的中 �� 888（48番人気）
ワイド票数 計 473642 的中 �� 5220（21番人気）�� 6106（15番人気）�� 13292（10番人気）
3連複票数 計 859535 的中 ��� 2876（45番人気）
3連単票数 計1710124 的中 ��� 551（313番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．1―48．5―1：00．7―1：12．2―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．9

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

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

勝馬の
紹 介

メイスンハナフブキ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 Vindication デビュー 2018．6．17 東京3着

2016．3．15生 牝2鹿 母 アグネスフィーバー 母母 Regally Appealing 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 スマートブランコ号の騎手藤田菜七子は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※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 デルマシャンゼリゼ号

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５日



25051 9月17日 晴 良 （30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

810 セ ン ト ウ ル 牡2黒鹿54 戸崎 圭太中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 476＋122：02．7 4．1�
44 サ ン ル イ ス 牡2栗 54 石橋 脩 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 530± 0 〃 アタマ 90．6�
22 トゥーフラッシー 牝2鹿 54 津村 明秀西森 鶴氏 高市 圭二 新ひだか グローリーファーム 456＋ 22：02．8� 12．6�
11 ゲインスプレマシー 牡2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 アタマ 3．0�
79 ポイントオブオナー 牡2栗 54 石川裕紀人吉田 勝己氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 460＋ 62：03．43� 3．2�
33 アメリオラシオン 牝2鹿 54 三浦 皇成 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新ひだか 佐藤 陽一 466± 02：03．72 38．4

811 ブラックアンバー 牡2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 大栄牧場 486－ 22：03．8クビ 8．6�
55 シックガニアン 牡2鹿 54 柴田 大知 	ブルースターズファーム 黒岩 陽一 浦河 山田牧場 460＋10 〃 クビ 12．8�
78 グローリースター 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 浜本牧場 414＋ 22：04．75 310．9
66 レトルダムール 牡2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也 �スピードファーム佐藤 吉勝 日高 佐々木牧場 442－102：05．01� 335．6�
67 チャンピオンピース 牡2鹿 54

53 ☆木幡 巧也坪野谷和平氏 和田 雄二 新冠 小泉 学 426－ 82：05．74 282．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 38，942，300円 複勝： 43，807，200円 枠連： 12，617，700円
馬連： 64，793，700円 馬単： 34，792，200円 ワイド： 40，159，900円
3連複： 83，316，800円 3連単： 132，307，900円 計： 450，737，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 1，390円 � 250円 枠 連（4－8） 11，720円

馬 連 �� 22，770円 馬 単 �� 25，400円

ワ イ ド �� 4，030円 �� 640円 �� 7，510円

3 連 複 ��� 45，870円 3 連 単 ��� 268，690円

票 数

単勝票数 計 389423 的中 � 78640（3番人気）
複勝票数 計 438072 的中 � 72705（3番人気）� 6356（8番人気）� 46765（5番人気）
枠連票数 計 126177 的中 （4－8） 834（21番人気）
馬連票数 計 647937 的中 �� 2205（24番人気）
馬単票数 計 347922 的中 �� 1027（43番人気）
ワイド票数 計 401599 的中 �� 2486（23番人気）�� 17366（11番人気）�� 1321（28番人気）
3連複票数 計 833168 的中 ��� 1362（55番人気）
3連単票数 計1323079 的中 ��� 357（302番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―36．4―48．9―1：02．0―1：14．7―1：26．9―1：38．8―1：50．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3
・（2，8）（6，10）（3，5，9，11）－（7，4）－1・（2，8，10）11（6，5）（9，4）3（7，1）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セ ン ト ウ ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2018．8．25 小倉3着

2016．5．21生 牡2黒鹿 母 マ ル ケ サ 母母 Dietrich 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 サンルイス号の騎手石橋脩は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）

25052 9月17日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30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

33 バイオンディップス 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 526± 03：11．3 1．6�
11 シークレットパス 牡7芦 60 石神 深一岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 462－ 2 〃 クビ 3．7�
710� セガールフォンテン 牡8栗 60 江田 勇亮吉橋 興生氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 494＋ 43：11．51 9．3�
68 ブルーガーディアン 牡6黒鹿60 大庭 和弥 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 490± 03：12．56 16．4�
44 マイネルヴァッサー 牡5鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 83：12．6クビ 10．2�
22 コパカバーナ 牝4栗 58 蓑島 靖典	ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 室田 千秋 508＋ 23：16．6大差 253．5

812 オ リ ヴ ァ ー 牡4芦 60 中村 将之飯田 正剛氏 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 452－103：17．66 60．7�
811 サンダーラム 牡3鹿 58 上野 翔 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 帰山 清貴 504＋123：19．210 323．9�
56 ヴァルコイネン 牡7芦 60 小野寺祐太吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 470＋ 83：19．73 28．5
55 ブルベアハーブ 牡3鹿 58 植野 貴也 �ブルアンドベア 橋田 満 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 466－ 43：20．02 64．5�
79 � ショーストーム 牡5鹿 60 草野 太郎吉冨 学氏 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 476－ 23：21．17 80．4�
67 グ リ ト ニ ル 牡4鹿 60 大江原 圭栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 440± 0 （競走中止） 39．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，512，700円 複勝： 26，648，400円 枠連： 11，605，800円
馬連： 42，195，800円 馬単： 28，772，000円 ワイド： 27，211，100円
3連複： 64，054，200円 3連単： 112，276，000円 計： 338，276，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（1－3） 320円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 170円 �� 300円 �� 380円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 1，550円

票 数

単勝票数 計 255127 的中 � 123467（1番人気）
複勝票数 計 266484 的中 � 87912（1番人気）� 54380（2番人気）� 34663（3番人気）
枠連票数 計 116058 的中 （1－3） 27830（1番人気）
馬連票数 計 421958 的中 �� 115561（1番人気）
馬単票数 計 287720 的中 �� 46645（1番人気）
ワイド票数 計 272111 的中 �� 50912（1番人気）�� 20896（3番人気）�� 15296（5番人気）
3連複票数 計 640542 的中 ��� 70722（2番人気）
3連単票数 計1122760 的中 ��� 52356（2番人気）
上り 1マイル 1：46．7 4F 51．7－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バイオンディップス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 アグネスワールド デビュー 2014．7．12 函館6着

2012．3．26生 牡6黒鹿 母 リトルディッパー 母母 マンデーデライト 障害：2戦1勝 賞金 10，900，000円
〔競走中止〕 グリトニル号は，1周目3コーナーでつまずき，騎手が落馬したため競走中止。



25053 9月17日 晴 良 （30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

35 ケンデューク 牡2黒鹿54 田辺 裕信中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 422 ―1：09．8 4．2�
11 バカラクイーン 牝2栗 54 蛯名 正義黒川 弘氏 武井 亮 浦河 谷口牧場 452 ― 〃 クビ 5．5�
36 エタニティマリー 牝2栗 54 丸山 元気村島 昭男氏 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 398 ―1：10．22� 97．2�
12 フルクトゥス 牡2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 的場 均 新冠 長浜 秀昭 454 ―1：10．62� 71．0�
510 ヴィクトリアポデル 牡2鹿 54 岩田 康誠西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新冠 松本 信行 494 ―1：10．7� 8．7�
23 コ ー ラ ル 牝2青鹿 54

53 ☆武藤 雅鈴木美江子氏 田島 俊明 新冠 新冠橋本牧場 422 ― 〃 アタマ 40．9	
612 ローゼンオルデン 牝2芦 54

52 △菊沢 一樹宮川 保氏 林 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 420 ― 〃 クビ 4．6


611 ショウナンカンザシ 牝2黒鹿54 松岡 正海国本 哲秀氏 大竹 正博 新冠 森永 聡 456 ― 〃 ハナ 5．8�
48 クリノテバク 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 新冠伊藤牧場 410 ―1：11．23 32．8�
714 グランエスタード 牡2鹿 54

52 △藤田菜七子星野 祐介氏 根本 康広 日高 前野牧場 424 ― 〃 クビ 9．3
59 ニットウヴィクスン 牝2鹿 54 丹内 祐次藤井 謙氏 小桧山 悟 新ひだか 沖田 忠幸 424 ―1：11．3� 164．7�
816 チームパシュート 牡2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也井山 登氏 青木 孝文 新冠 川上牧場 434 ―1：11．62 110．0�
24 マイネルロングラン 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新ひだか 荒谷 輝和 496 ―1：11．7� 30．7�
713 セイウンティアラ 牝2黒鹿54 江田 照男西山 茂行氏 竹内 正洋 新ひだか 米田 和子 404 ―1：11．8� 57．4�
815 プ エ ブ ラ 牝2栗 54 西田雄一郎清水 敏氏 岩戸 孝樹 新冠 スカイビーチステーブル 432 ―1：12．86 77．5�
47 クリノアマテラス 牝2黒鹿54 嶋田 純次栗本 守氏 星野 忍 青森 イズモリファーム 428 ―1：14．39 191．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，481，200円 複勝： 39，164，600円 枠連： 17，962，000円
馬連： 61，243，100円 馬単： 27，939，900円 ワイド： 38，024，800円
3連複： 79，030，000円 3連単： 99，855，900円 計： 396，701，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 190円 � 1，430円 枠 連（1－3） 1，180円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 480円 �� 4，860円 �� 7，020円

3 連 複 ��� 25，070円 3 連 単 ��� 111，200円

票 数

単勝票数 計 334812 的中 � 66015（1番人気）
複勝票数 計 391646 的中 � 64261（2番人気）� 60114（3番人気）� 5140（12番人気）
枠連票数 計 179620 的中 （1－3） 11751（5番人気）
馬連票数 計 612431 的中 �� 41563（3番人気）
馬単票数 計 279399 的中 �� 10472（3番人気）
ワイド票数 計 380248 的中 �� 22319（2番人気）�� 1912（41番人気）�� 1318（50番人気）
3連複票数 計 790300 的中 ��� 2364（72番人気）
3連単票数 計 998559 的中 ��� 651（313番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―11．7―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．9―45．6―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．9
3 ・（1，8）11，10（3，5）－（2，12）14，6，4－（13，16）－15－9－7 4 1，8（10，11）5，3，2，12（6，14）－4－（13，16）－（15，9）＝7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ケンデューク �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2016．1．31生 牡2黒鹿 母 ハリウッドセレブ 母母 マンハッタンセレブ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノアマテラス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月17日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フィアーバ号

25054 9月17日 晴 良 （30中山4）第5日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時00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 ホーカスポーカス 牡3鹿 56 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 426－ 21：11．7 5．6�
713 アテンコール 牡3鹿 56 内田 博幸齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 452＋ 41：11．91� 3．2�
815 ファルコンレイナ 牝3鹿 54

52 △横山 武史ライオンレースホース� 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 392－101：12．0� 25．7�
23 ブルベアダイズ �3鹿 56 西田雄一郎 �ブルアンドベア 浅野洋一郎 浦河 高岸 順一 490＋ 81：12．21� 325．6�
611 ガ ン ロ ッ ク 牡3黒鹿56 津村 明秀髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 460－ 4 〃 ハナ 11．0�
12 ハッピーオーキッド 牝3鹿 54 嶋田 純次馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 クビ 11．8	
36 キングオブヘヴン �3栗 56 横山 典弘 �カナヤマホール

ディングス 尾関 知人 浦河 酒井牧場 458＋ 8 〃 アタマ 45．9

11 タイセイゴーディー 牡3黒鹿56 石橋 脩田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 大塚牧場 B470＋ 61：12．41� 7．3�
510 オフザロック 牡3黒鹿56 江田 照男 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム B488＋ 81：12．93 19．2
714 フォルテドンナ 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 444－ 21：13．22 95．7�

612 アンティオキア 牝3鹿 54
53 ☆井上 敏樹髙橋 貴士氏 林 徹 新ひだか 松田牧場 456＋ 41：13．41� 239．3�

816 スターヴォヤージ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 436＋ 41：13．5クビ 81．1�
47 エ ラ ス タ ル 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士湯澤 久徳氏 大江原 哲 日高 鹿戸 正幸 492－ 41：14．45 178．4�
48 フライハイト 牝3青鹿54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 456＋ 21：14．61� 6．0�
24 エクスポジション 牝3鹿 54

52 △藤田菜七子ゴドルフィン 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474＋ 41：15．24 6．9�

59 キュアエンジェル 牝3鹿 54 宮崎 北斗 �YGGホースクラブ 松山 将樹 日高 ヤナガワ牧場 440＋101：16．37 370．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，560，600円 複勝： 54，223，700円 枠連： 18，854，900円
馬連： 86，202，800円 馬単： 39，698，500円 ワイド： 53，808，300円
3連複： 115，720，000円 3連単： 146，242，800円 計： 554，311，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 140円 � 490円 枠 連（3－7） 900円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，800円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 6，010円 3 連 単 ��� 30，020円

票 数

単勝票数 計 395606 的中 � 55802（2番人気）
複勝票数 計 542237 的中 � 67881（4番人気）� 131152（1番人気）� 20729（9番人気）
枠連票数 計 188549 的中 （3－7） 16235（3番人気）
馬連票数 計 862028 的中 �� 68087（2番人気）
馬単票数 計 396985 的中 �� 14128（4番人気）
ワイド票数 計 538083 的中 �� 34110（3番人気）�� 7262（23番人気）�� 11069（15番人気）
3連複票数 計1157200 的中 ��� 14429（20番人気）
3連単票数 計1462428 的中 ��� 3531（90番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―12．1―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―46．0―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホーカスポーカス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．10．29 新潟2着

2015．2．7生 牡3鹿 母 プリティウイッチ 母母 ス コ ー ル イ 12戦1勝 賞金 15，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キュアエンジェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月17日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 カラフルワールド号・サクラメント号・ショウナンアイシス号・スマートパートナー号・ファシナンテ号
（非抽選馬） 2頭 アーキトレーヴ号・フレグラントエリア号



25055 9月17日 晴 良 （30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

34 パガットケーブ 牡4青鹿57 石橋 脩 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 526＋142：39．0 17．5�
58 ミラクルヒッター 牡3芦 54 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 490－ 8 〃 ハナ 7．3�
59 スマートガイア �6鹿 57 丹内 祐次大川 徹氏 古賀 史生 安平 ノーザンファーム 462－ 42：39．21� 72．1�
23 ジェイケイライジン 牡4栗 57 大野 拓弥小谷野次郎氏 柴田 政人 浦河 富塚ファーム 480± 02：39．3� 5．2�
610 ネ オ ダ ラ ス 牡3青鹿54 勝浦 正樹西田 俊二氏 田村 康仁 新ひだか 小河 豊水 488－102：39．4� 29．1�
35 グラスアクト 牡5鹿 57 嘉藤 貴行半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 440－ 42：40．03� 28．2	
815 サ ル ー テ 牡3鹿 54 三浦 皇成小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 538－ 42：40．1� 7．2

712 ヨ シ ヒ コ 牡4黒鹿 57

54 ▲木幡 育也菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B480－ 42：40．2� 2．5�
46 カイトチャン 牡3黒鹿54 菅原 隆一本田 恒雄氏 武市 康男 日高 滝本 健二 B470＋ 22：40．51� 89．9�
47 フォースリッチ 牡5黒鹿57 吉田 隼人宇田 豊氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 470－102：40．71 18．8
713 ブラックイメル 牝3黒鹿 52

50 △横山 武史杉澤 真吾氏 小野 次郎 新ひだか 木田牧場 464－ 62：40．91� 22．0�
22 クワッドアクセル 牡6栗 57 丸山 元気�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 468－ 4 〃 アタマ 8．4�
611 バレエダンサー 牝5鹿 55 石川裕紀人前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場 B454－ 22：41．32� 58．0�
11 グラスレグナム 牡5鹿 57 江田 照男半沢� 小笠 倫弘 新ひだか 松田牧場 484－102：42．78 74．5�

（14頭）
814	 リ ー ダ ー ズ 牡6鹿 57 黛 弘人平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 31，626，800円 複勝： 40，632，800円 枠連： 20，543，800円
馬連： 72，685，900円 馬単： 33，443，800円 ワイド： 46，826，500円
3連複： 96，072，700円 3連単： 123，319，800円 計： 465，152，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 480円 � 280円 � 1，380円 枠 連（3－5） 3，070円

馬 連 �� 5，690円 馬 単 �� 13，160円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 12，130円 �� 5，070円

3 連 複 ��� 106，740円 3 連 単 ��� 513，830円

票 数

単勝票数 計 316268 的中 � 14453（6番人気）
複勝票数 計 406328 的中 � 22214（6番人気）� 43242（4番人気）� 6845（13番人気）
枠連票数 計 205438 的中 （3－5） 5183（14番人気）
馬連票数 計 726859 的中 �� 9888（19番人気）
馬単票数 計 334438 的中 �� 1905（48番人気）
ワイド票数 計 468265 的中 �� 6109（24番人気）�� 983（74番人気）�� 2370（48番人気）
3連複票数 計 960727 的中 ��� 675（208番人気）
3連単票数 計1233198 的中 ��� 174（1121番人気）

ハロンタイム 13．4―12．6―13．9―14．0―14．4―14．5―13．6―12．5―12．2―12．4―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．4―26．0―39．9―53．9―1：08．3―1：22．8―1：36．4―1：48．9―2：01．1―2：13．5―2：25．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」 上り4F50．1―3F37．9
1
�
10，15（4，11）12（8，13）2（1，3，6）（7，5）－9・（10，15，4）（8，13，11，12）3，6（5，2）7－9，1

2
�

・（10，15）4，11（8，13，12）（3，2）（1，6）（7，5）－9・（10，15，4）8（3，13，12）11（5，6）9（2，7）＝1
勝馬の
紹 介

パガットケーブ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2017．1．8 中山5着

2014．3．2生 牡4青鹿 母 トロピカルブラッサム 母母 Barbara Sue 11戦2勝 賞金 18，000，000円
〔出走取消〕 リーダーズ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 パガットケーブ号の騎手石橋脩は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

25056 9月17日 晴 良 （30中山4）第5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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�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
1：48．5
1：47．8

重
重

11 ノーブルスノー 牝5芦 55 M．デムーロ吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B498－ 21：53．0 2．4�
36 マーガレットスカイ 牝3黒鹿 52

51 ☆武藤 雅迎 徹氏 黒岩 陽一 日高 沖田牧場 492＋121：53．42� 3．3�
611 アポロレイア 牝3鹿 52

50 △横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 456＋141：53．72 6．4�
12 サ ン ヘ レ ナ 牝5鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ 502＋ 61：54．33� 27．4�
24 フレッシビレ 牝3栗 52 横山 和生�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 500－ 81：54．4� 69．9	
816 クリノヴィクトリア 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 442－101：54．5クビ 10．7

47 シ ー ホ ー ス 牝3栗 52 幸 英明草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 434± 01：54．71� 76．3�
612 ロ ブ ラ リ ア 牝3栗 52 大野 拓弥ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 460－ 2 〃 クビ 32．1�
815 フ ク キ タ ル 牝3黒鹿 52

51 ☆木幡 巧也佐藤 範夫氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 456－ 81：54．8� 45．7
23 エレガントクルーズ 牝3芦 52 石川裕紀人 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 526－ 41：55．11� 17．0�
510 ホッコーエレノア 牝3芦 52

50 △菊沢 一樹北幸商事� 戸田 博文 日高 川端 正博 514－ 2 〃 クビ 50．6�
35 エバーパッション 牝5青鹿55 宮崎 北斗宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B454± 01：55．41� 326．7�
48 � シチテンハッキ 牝4鹿 55 丹内 祐次 H.F Association 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 462－ 21：56．14 172．3�
713 コパノステラート 牝3栗 52

50 △藤田菜七子小林 祥晃氏 小島 茂之 新ひだか 岡田牧場 476－ 2 〃 クビ 14．0�
59 ラ ル ー ナ 牝3鹿 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 61：57．05 363．0�
714 ヤマニンリュシオル 牝3芦 52 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 468＋ 41：59．3大差 60．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，620，400円 複勝： 43，883，200円 枠連： 19，110，700円
馬連： 83，755，100円 馬単： 38，297，900円 ワイド： 50，033，200円
3連複： 107，790，800円 3連単： 144，951，600円 計： 525，442，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 130円 � 150円 枠 連（1－3） 380円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 200円 �� 370円 �� 380円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 2，580円

票 数

単勝票数 計 376204 的中 � 122033（1番人気）
複勝票数 計 438832 的中 � 103134（1番人気）� 90682（2番人気）� 61308（3番人気）
枠連票数 計 191107 的中 （1－3） 38668（1番人気）
馬連票数 計 837551 的中 �� 158850（1番人気）
馬単票数 計 382979 的中 �� 40031（1番人気）
ワイド票数 計 500332 的中 �� 75091（1番人気）�� 31332（2番人気）�� 30425（3番人気）
3連複票数 計1077908 的中 ��� 90234（1番人気）
3連単票数 計1449516 的中 ��� 40595（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．5―13．1―12．6―12．0―12．3―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―36．6―49．7―1：02．3―1：14．3―1：26．6―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノーブルスノー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．2．6 東京3着

2013．4．9生 牝5芦 母 ピサノルビー 母母 ペ ル ヴ ィ ア 27戦3勝 賞金 48，225，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンリュシオル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月17日まで平

地競走に出走できない。



25057 9月17日 曇 良 （30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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

55 フローレスマジック 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：48．0 1．5�
22 サトノキングダム 牡5鹿 57 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 468－ 41：48．1� 2．7�
78 ミラクルブラッド 牝3鹿 52 大野 拓弥芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 438－101：48．31	 27．2�
810 オールドクラシック 牡5青鹿57 戸崎 圭太�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B480＋ 41：48．62 95．4�
89 フロムマイハート 牝5栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 446＋161：48．7� 21．0	
77 ラッシュアタック 牡6鹿 57 木幡 巧也 �キャロットファーム 菊川 正達 洞
湖 レイクヴィラファーム 498－ 81：48．91	 19．3

44 バケットリスト 牝3鹿 52 内田 博幸宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 458－101：49．0� 16．7�
11 � ミュートロギア 牡5青鹿57 松岡 正海 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド B498＋ 61：49．53 41．1�
33 ラ ブ タ ー ボ 牝5鹿 55 岩部 純二田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 西村 和夫 442＋121：49．6� 251．9
66 � フィールドシャルム 牡5鹿 57 田中 勝春岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 486－ 4 〃 ハナ 178．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 49，413，300円 複勝： 121，125，700円 枠連： 18，485，800円
馬連： 87，512，600円 馬単： 64，322，200円 ワイド： 50，902，300円
3連複： 110，194，700円 3連単： 313，698，200円 計： 815，654，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 � 220円 枠 連（2－5） 170円

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 260円

ワ イ ド �� 120円 �� 410円 �� 560円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 1，670円

票 数

単勝票数 計 494133 的中 � 256605（1番人気）
複勝票数 計1211257 的中 � 912676（1番人気）� 125054（2番人気）� 26293（6番人気）
枠連票数 計 184858 的中 （2－5） 80344（1番人気）
馬連票数 計 875126 的中 �� 386208（1番人気）
馬単票数 計 643222 的中 �� 183347（1番人気）
ワイド票数 計 509023 的中 �� 174603（1番人気）�� 22590（7番人気）�� 15831（9番人気）
3連複票数 計1101947 的中 ��� 116156（4番人気）
3連単票数 計3136982 的中 ��� 136144（4番人気）

ハロンタイム 12．6―12．4―12．5―12．7―11．8―12．1―11．5―11．1―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．0―37．5―50．2―1：02．0―1：14．1―1：25．6―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F33．9
1
3
1，4－7，5（2，9）10，8，3－6
1，5（4，7）（2，9）10，8－3－6

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

勝馬の
紹 介

フローレスマジック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．8．14 新潟2着

2014．4．15生 牝4鹿 母 マジックストーム 母母 Foppy Dancer 13戦3勝 賞金 87，253，000円

25058 9月17日 曇 良 （30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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

714 キタサンガンバ 牡5鹿 57 戸崎 圭太�大野商事 小笠 倫弘 日高 株式会社
RUMIファーム 488－ 21：10．4 6．7�

612 ダイワスキャンプ �6鹿 57 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 442＋14 〃 ハナ 14．3�
815 トウカイパシオン 牝3青 53 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 446－161：10．61	 9．6�
24 ミ ス パ イ ロ 牝4黒鹿55 内田 博幸村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 466－ 81：10．7クビ 33．5�
23 テイエムチェロキー 牡4鹿 57 丸山 元気竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 476－ 2 〃 クビ 10．3�
36 タンタラスノオカ 牡5黒鹿57 岩田 康誠嶋田 賢氏 田中 清隆 むかわ ヤマイチ牧場 500－161：10．8クビ 23．9	
713 アシャカダイキ 牝4鹿 55 大野 拓弥吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 クビ 3．8

816 ダイワプロパー 牝6栗 55 木幡 巧也大城 敬三氏 池上 昌和 新ひだか フジワラフアーム 488－121：10．9クビ 130．3�
12 ノーフィアー 牡4栗 57 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 488－12 〃 ハナ 11．9�
48 
 グランティエラ 牡4鹿 57 三浦 皇成 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 502± 0 〃 ハナ 43．1�
35 ブラックランナー 牡4鹿 57 幸 英明 カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 464－ 41：11．43 35．1�
611 シャインヴィットゥ 牡4芦 57 田中 勝春皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 470± 0 〃 クビ 31．5�
11 ノーモアゲーム 牡5鹿 57 横山 典弘内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 478＋ 21：11．61 17．1�
510
 エタニティーワルツ 牡5黒鹿57 西田雄一郎村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 484－ 61：11．7	 58．6�
59 イサチルルンルン 牝3鹿 53 津村 明秀小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 444＋101：11．8クビ 54．4�
47 ク ラ シ コ 牡6鹿 57 M．デムーロ林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 518＋ 8 〃 クビ 4．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，953，600円 複勝： 95，885，500円 枠連： 46，444，200円
馬連： 180，985，400円 馬単： 67，305，100円 ワイド： 108，329，100円
3連複： 260，628，100円 3連単： 315，204，000円 計： 1，135，735，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 270円 � 430円 � 370円 枠 連（6－7） 1，340円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 8，190円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 1，550円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 20，340円 3 連 単 ��� 108，090円

票 数

単勝票数 計 609536 的中 � 71838（3番人気）
複勝票数 計 958855 的中 � 102547（3番人気）� 55886（7番人気）� 66555（6番人気）
枠連票数 計 464442 的中 （6－7） 26663（6番人気）
馬連票数 計1809854 的中 �� 29003（16番人気）
馬単票数 計 673051 的中 �� 6161（29番人気）
ワイド票数 計1083291 的中 �� 18113（15番人気）�� 18123（14番人気）�� 7878（43番人気）
3連複票数 計2606281 的中 ��� 9607（67番人気）
3連単票数 計3152040 的中 ��� 2114（360番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．4―11．9―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．7―45．6―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンガンバ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．12．5 中山1着

2013．3．22生 牡5鹿 母 ケイアイカミノアシ 母母 ファストルック 18戦4勝 賞金 72，829，000円
〔制裁〕 アシャカダイキ号の騎手大野拓弥は，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30，000円。（被害馬：14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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ウサギノダンス号・グラスレオ号・ミッキーグッドネス号・ラピッドライズ号・ローレルジャック号

１レース目 ３レース目



25059 9月17日 曇 良 （30中山4）第5日 第11競走 ��
��2，200�第72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 1，078，000円 308，000円 154，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

34 ジェネラーレウーノ 牡3青鹿56 田辺 裕信 �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 日高 新生ファーム 506＋ 82：12．1 7．3�

815 レ イ エ ン ダ 牡3黒鹿56 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 486± 02：12．31� 1．9�
22 グ レ イ ル 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 494＋ 82：12．51� 19．4�
47 ブレステイキング 牡3鹿 56 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480＋10 〃 ハナ 6．9�
814 オウケンムーン 牡3鹿 56 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 446－ 22：12．81� 52．3	
712 レイエスプランドル 牡3鹿 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 506＋ 8 〃 ハナ 284．7

35 コズミックフォース 牡3鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 470＋ 62：12．9クビ 7．9�
23 ショウナンラーゼン 牡3栃栗56 吉田 隼人国本 哲秀氏 高野 友和 登別 青藍牧場 470± 0 〃 ハナ 360．8�
610 トラストケンシン 牡3鹿 56 三浦 皇成菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 458± 0 〃 アタマ 180．5
46 ゼ ー ゲ ン 牡3青鹿56 大野 拓弥�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－12 〃 クビ 47．2�
58 メイショウロセツ 牡3黒鹿56 田中 勝春松本 好雄氏 河内 洋 浦河 三嶋牧場 478－102：13．11� 241．7�
59 	 タニノフランケル 牡3青鹿56 幸 英明谷水 雄三氏 中竹 和也 愛 Yuzo Tani-

mizu 514＋ 22：13．2クビ 22．2�
11 ギ ベ オ ン 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 504－ 42：13．62
 7．1�
713 ダブルフラット 牡3黒鹿56 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 496－ 82：13．81� 29．7�
611 ケイティクレバー 牡3鹿 56 小林 徹弥瀧本 和義氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 450－ 4 〃 ハナ 70．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 388，301，600円 複勝： 404，424，200円 枠連： 148，316，300円 馬連： 839，491，400円 馬単： 406，528，300円
ワイド： 485，444，800円 3連複： 1，331，180，500円 3連単： 2，356，317，200円 5重勝： 533，735，900円 計： 6，893，740，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 200円 � 120円 � 380円 枠 連（3－8） 370円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，600円 �� 860円

3 連 複 ��� 5，460円 3 連 単 ��� 33，050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����� 4，344，360円

票 数

単勝票数 計3883016 的中 � 419955（4番人気）
複勝票数 計4044242 的中 � 468009（5番人気）� 1211974（1番人気）� 187384（6番人気）
枠連票数 計1483163 的中 （3－8） 307147（1番人気）
馬連票数 計8394914 的中 �� 722069（4番人気）
馬単票数 計4065283 的中 �� 132371（7番人気）
ワイド票数 計4854448 的中 �� 355021（3番人気）�� 72313（16番人気）�� 140420（11番人気）
3連複票数 計13311805 的中 ��� 182537（16番人気）
3連単票数 計23563172 的中 ��� 51684（105番人気）
5重勝票数 計5337359 的中 ����� 86

ハロンタイム 12．4―10．9―12．3―12．4―12．9―12．0―11．5―11．2―11．6―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．3―35．6―48．0―1：00．9―1：12．9―1：24．4―1：35．6―1：47．2―1：59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F36．5
1
3
9－4，11（1，13）5（10，7，8）（3，15）12，2，6－14
9＝4，11，1，13（5，7，8）－（10，3，15）12（2，6）－14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジェネラーレウーノ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2017．7．23 函館3着

2015．1．27生 牡3青鹿 母 シャンハイロック 母母 ニシノローズ 7戦4勝 賞金 142，166，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりジェネラーレウーノ号・レイエンダ号・グレイル号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

25060 9月17日 曇 良 （30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

713 ダイワギャバン 牡3鹿 54 田辺 裕信大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 476＋ 81：48．8 4．7�
35 � ラッキーアドバンス 牡4芦 57 武士沢友治柳内 正基氏 勢司 和浩 新ひだか グランド牧場 486＋ 61：48．9	 17．3�
46 トミケンボハテル 牡4芦 57 黛 弘人冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム B478－ 41：49．11
 62．0�
815 ニシノゲンセキ 牡3黒鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 清水ファーム 470－ 6 〃 クビ 16．0�
11 ウ ォ ー ブ ル 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 480＋ 4 〃 アタマ 19．1�
814 ハマヒルガオ 牝5黒鹿55 M．デムーロ 金子真人ホールディングス	 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 502－101：49．2	 18．9

23 モ ン ツ ァ �3黒鹿54 C．ルメール 吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 516＋ 2 〃 ハナ 3．8�
22 スワーヴエドワード 牡3鹿 54 戸崎 圭太	NICKS 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 502＋101：49．3クビ 18．2�
58 ウインオルビット 牡3鹿 54 松岡 正海	ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 498＋12 〃 ハナ 34．5
59 � コスモリョウゲツ 牡4鹿 57

55 △横山 武史杉浦 和也氏 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 2 〃 クビ 96．3�
47 � マ リ ネ リ ス 牝5鹿 55

53 △菊沢 一樹今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 410－ 6 〃 クビ 206．2�
610 ギャンブラー 牡3黒鹿54 岩田 康誠大野 富生氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 516＋ 41：49．4クビ 12．0�
611 ラヴファンシフル 牝3鹿 52 北村 宏司 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 490－ 2 〃 クビ 7．4�
34 ダークナイトムーン 牡3鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 41：49．61
 4．6�
712 オークレール 牝3栗 52

49 ▲山田 敬士村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 404± 01：50．23	 133．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 93，181，300円 複勝： 107，057，000円 枠連： 49，259，700円
馬連： 198，486，800円 馬単： 81，774，100円 ワイド： 123，846，200円
3連複： 277，024，000円 3連単： 381，003，100円 計： 1，311，632，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 220円 � 440円 � 1，330円 枠 連（3－7） 960円

馬 連 �� 4，940円 馬 単 �� 8，710円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 4，500円 �� 10，020円

3 連 複 ��� 74，170円 3 連 単 ��� 302，210円

票 数

単勝票数 計 931813 的中 � 157341（3番人気）
複勝票数 計1070570 的中 � 153339（3番人気）� 61772（7番人気）� 17746（12番人気）
枠連票数 計 492597 的中 （3－7） 39384（4番人気）
馬連票数 計1984868 的中 �� 31130（23番人気）
馬単票数 計 817741 的中 �� 7037（34番人気）
ワイド票数 計1238462 的中 �� 19682（21番人気）�� 7050（50番人気）�� 3138（70番人気）
3連複票数 計2770240 的中 ��� 2801（192番人気）
3連単票数 計3810031 的中 ��� 914（867番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―36．5―49．2―1：01．6―1：13．7―1：25．3―1：36．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイワギャバン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2018．1．7 中山1着

2015．3．7生 牡3鹿 母 ギャビーズゴールデンギャル 母母 Gabriellina Giof 4戦2勝 賞金 15，000，000円

５レース目



（30中山4）第5日 9月17日 （祝日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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
2，590，000円
19，770，000円
2，430，000円
31，740，000円
70，544，000円
5，347，400円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
880，920，700円
1，193，223，400円
388，030，400円
1，831，314，300円
905，596，700円
1，111，310，500円
2，687，062，700円
4，429，744，600円
533，735，900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 13，960，939，200円

総入場人員 27，278名 （有料入場人員 24，381名）
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