
25085 9月29日 曇 稍重 （30中山4）第8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

510 タンクティーエー 牡2鹿 54
53 ☆木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 日高 下河辺牧場 B538－ 61：55．9 11．3�

11 ケイアイブロンズ 牡2鹿 54 北村 宏司亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 456－ 81：56．0� 14．6�
24 ケイアイビリジアン 牡2栗 54 大野 拓弥亀田 和弘氏 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 488－ 21：56．1� 18．7�
815 タイトロープウィン 牝2栗 54 勝浦 正樹浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 420＋ 41：56．84 5．7�
714 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± 0 〃 クビ 3．5�
36 アドアステラ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 454± 01：57．11� 4．2	
59 シルヴァーイーグル 牡2芦 54 内田 博幸星野 
男氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 492－ 41：57．2クビ 63．2�
35 シゲルヒスイ 牡2黒鹿54 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 476± 01：57．52 48．5�
48 エスワイロビン 牝2黒鹿 54

52 △菊沢 一樹吉岡 泰治氏 和田 勇介 森 笹川大晃牧場 434± 01：58．24 199．2
816 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± 01：58．3� 18．3�
713 ローガンテソーロ 牡2黒鹿54 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 広田牧場 512＋ 41：58．83 10．9�
47 モリトイナセ 牡2栗 54 武士沢友治石橋 忠之氏 堀井 雅広 新ひだか 藤原牧場 470± 0 〃 ハナ 237．2�
611 メガディスカバリー 牡2鹿 54

53 ☆武藤 雅有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 460－ 21：59．43� 15．1�
23 ユウユウリアン 牡2鹿 54

53 ☆木幡 初也谷口 祐人氏 小桧山 悟 新冠 オリエント牧場 416± 01：59．5� 341．2�
12 マ リ ヒ メ 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士桐谷 茂氏 南田美知雄 新冠 高瀬牧場 470－ 41：59．71� 166．9�
612 ライオンロック 牡2青鹿 54

52 △藤田菜七子田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 諏訪牧場 484＋ 42：02．5大差 69．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，951，700円 複勝： 41，774，600円 枠連： 15，917，100円
馬連： 59，304，300円 馬単： 26，787，300円 ワイド： 44，708，400円
3連複： 85，790，500円 3連単： 93，803，100円 計： 397，037，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 410円 � 380円 � 620円 枠 連（1－5） 6，900円

馬 連 �� 9，120円 馬 単 �� 15，720円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 2，910円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 39，930円 3 連 単 ��� 216，580円

票 数

単勝票数 計 289517 的中 � 21474（5番人気）
複勝票数 計 417746 的中 � 27517（6番人気）� 30228（5番人気）� 16852（9番人気）
枠連票数 計 159171 的中 （1－5） 1786（20番人気）
馬連票数 計 593043 的中 �� 5037（33番人気）
馬単票数 計 267873 的中 �� 1278（55番人気）
ワイド票数 計 447084 的中 �� 3986（35番人気）�� 3942（36番人気）�� 5537（25番人気）
3連複票数 計 857905 的中 ��� 1611（103番人気）
3連単票数 計 938031 的中 ��� 314（581番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―38．1―51．3―1：03．9―1：16．7―1：29．4―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．2
1
3
9，10（8，15）（1，2，4，16）14，5，12，7（3，6，13）11・（9，10）15（8，16）4（1，2，13）14（5，6）11，7，12－3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タンクティーエー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．6．24 東京11着

2016．3．16生 牡2鹿 母 ビッグハッピー 母母 モルゲンロート 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライオンロック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月29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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コスモセレッソ号・シゲルピカピカ号

25086 9月29日 曇 良 （30中山4）第8日 第2競走 ��
��1，200�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
1：07．8
1：07．8

良
良

612� ヴォイスオブジョイ 牝2鹿 54 J．モレイラ �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan

Connors 444－ 41：10．2 2．0�
（伯刺）

510 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 458＋ 61：10．41� 2．0�
59 ムスティッカ 牝2鹿 54

52 △横山 武史中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 栄進牧場 410± 0 〃 ハナ 270．1�
23 カツコノユメ 牝2芦 54 柴田 善臣大久保與志雄氏 伊藤 伸一 日高 厚賀古川牧場 412＋ 21：10．5	 21．5�
713 プランタンヴェール 牝2鹿 54 大野 拓弥 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 508± 01：10．71� 13．3�
47 ニットウヴィクスン 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅藤井 謙氏 小桧山 悟 新ひだか 沖田 忠幸 424± 0 〃 クビ 95．3	
48 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 450－ 41：10．91� 33．4�
35 アリスチャン 牝2鹿 54 嶋田 純次坂田 行夫氏 伊藤 正徳 日高 増尾牧場 394＋ 61：11．11 499．0�
36 タ ヌ キ 牡2鹿 54

53 ☆木幡 巧也小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 428－ 2 〃 アタマ 232．7
611 ニシノショコラ 牡2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士西山 茂行氏 土田 稔 日高 西山牧場 418－101：11．52	 213．2�
815 ミコムーンライト 牝2栗 54

52 △菊沢 一樹古賀 慎一氏 谷原 義明 浦河 松栄牧場 406－12 〃 ハナ 104．0�
816 ラ タ ウ ィ 牝2鹿 54 田中 勝春岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 432－ 21：11．71� 410．6�
24 カ ナ デ ル ハ 牝2鹿 54 柴山 雄一 �アフロin El Paso 小桧山 悟 浦河 
川 啓一 470＋ 21：12．12	 528．8�
714 シ ン モ エ 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也
藤原牧場 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 B444＋ 2 〃 アタマ 392．0�
11 カガファランドール 牝2栗 54

52 △藤田菜七子香川 憲次氏 大江原 哲 浦河 ディアレスト
クラブ 398＋ 21：13．48 94．4�

12 ダズリングビーチ 牝2黒鹿54 石川裕紀人 
社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 454＋ 21：16．3大差 70．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，638，800円 複勝： 56，549，300円 枠連： 13，653，900円
馬連： 51，272，300円 馬単： 35，309，400円 ワイド： 39，247，200円
3連複： 77，805，500円 3連単： 134，301，100円 計： 445，777，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 1，560円 枠 連（5－6） 170円

馬 連 �� 160円 馬 単 �� 310円

ワ イ ド �� 120円 �� 3，050円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 5，330円 3 連 単 ��� 13，660円

票 数

単勝票数 計 376388 的中 � 152252（2番人気）
複勝票数 計 565493 的中 � 199828（2番人気）� 218757（1番人気）� 2599（13番人気）
枠連票数 計 136539 的中 （5－6） 60675（1番人気）
馬連票数 計 512723 的中 �� 233879（1番人気）
馬単票数 計 353094 的中 �� 83921（1番人気）
ワイド票数 計 392472 的中 �� 130606（1番人気）�� 2233（24番人気）�� 2228（26番人気）
3連複票数 計 778055 的中 ��� 10936（15番人気）
3連単票数 計1343011 的中 ��� 7124（36番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―11．8―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―46．6―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヴォイスオブジョイ �
�
父 Magician �

�
母父 Silent Name デビュー 2018．6．3 東京5着

2016．3．9生 牝2鹿 母 Sisheba 母母 Ganasheba 6戦1勝 賞金 9，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カガファランドール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月29日まで平

地競走に出走できない。
ダズリングビーチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月29日まで平
地競走に出走できない。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

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８日



25087 9月29日 曇 稍重 （30中山4）第8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

36 ミッキーマンドリン 牝3鹿 54 戸崎 圭太野田みづき氏 萩原 清 日高 白井牧場 B464＋ 21：11．5 2．3�
611 メープルリキュール 牝3栗 54 横山 典弘 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 430＋ 6 〃 ハナ 5．8�
714 シャープスティーン 牝3栗 54 三浦 皇成林 正道氏 武井 亮 新ひだか 服部 牧場 452－ 81：11．6� 6．3�
713 リリカルドーン 牝3栗 54 北村 宏司ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－161：11．81� 23．3�
23 コ ン テ ン ト 牡3鹿 56 内田 博幸ゴドルフィン 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 21：12．43� 22．7�
815 サンライズシェル 牝3芦 54 J．モレイラ �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B476＋ 4 〃 クビ 3．4	

（伯刺）

59 コーズウェイベイ 牝3黒鹿54 西田雄一郎ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B502＋181：12．93 39．7


12 ショウナンアイシス 牝3青鹿54 田中 勝春国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 静内フアーム 448＋ 41：13．11� 109．8�
816 ジ オ 牡3黒鹿 56

54 △藤田菜七子�ターフ・スポート竹内 正洋 新ひだか 高橋 義浩 442＋ 21：13．2クビ 76．3�
35 ツィンクルペタル 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅 �シルクレーシング 大和田 成 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：13．3� 162．0
24 レッドテオドーラ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 440＋ 2 〃 クビ 179．1�
510 アーキトレーヴ �3栗 56 伊藤 工真�G1レーシング 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 454－ 21：13．51� 56．4�
47 シ ョ ウ セ イ 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士�ジェイアール 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 B468＋ 61：13．71 445．8�
11 ハ ル メ キ 牝3黒鹿54 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 英克 新冠 三村 卓也 450－ 61：14．44 26．3�
48 スマートパートナー 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹大川 徹氏 和田 勇介 新ひだか 飛野牧場 468± 01：14．61� 211．6�
612 ハーモニームーア 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也日下部勝德氏 石毛 善彦 新冠 有限会社 大
作ステーブル 484－ 41：16．7大差 446．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，114，800円 複勝： 50，154，000円 枠連： 14，842，900円
馬連： 61，913，800円 馬単： 32，234，800円 ワイド： 44，797，400円
3連複： 89，811，900円 3連単： 115，354，600円 計： 446，224，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 140円 � 160円 枠 連（3－6） 660円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 270円 �� 300円 �� 490円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 3，220円

票 数

単勝票数 計 371148 的中 � 125635（1番人気）
複勝票数 計 501540 的中 � 150703（1番人気）� 79594（3番人気）� 64116（4番人気）
枠連票数 計 148429 的中 （3－6） 17315（3番人気）
馬連票数 計 619138 的中 �� 71482（2番人気）
馬単票数 計 322348 的中 �� 23792（2番人気）
ワイド票数 計 447974 的中 �� 45876（2番人気）�� 38311（3番人気）�� 21146（6番人気）
3連複票数 計 898119 的中 ��� 72539（2番人気）
3連単票数 計1153546 的中 ��� 25909（1番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．4―12．3―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．8―46．1―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーマンドリン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．1．21 中山13着

2015．2．27生 牝3鹿 母 ミッキーオリーブ 母母 インディスユニゾン 6戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 ショウナンアイシス号の騎手田中勝春は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハーモニームーア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月29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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イナロア号
（非抽選馬） 1頭 イントリーグ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

25088 9月29日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（30中山4）第8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

66 レジェンドパワー �6黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 450＋ 63：13．6 2．7�
77 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 462＋ 23：14．45 5．4�
89 � 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 490－ 43：14．61� 3．1�
22 スマートカルロス 牡6鹿 60 難波 剛健大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 476＋ 83：14．7	 8．5�
33 � シンボリダルク 牝5青鹿58 浜野谷憲尚杉浦 和也氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 476＋ 43：15．44 30．0�
44 タブレットピーシー 牡7芦 60 五十嵐雄祐薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 490± 03：17．4大差 6．1�
55 ソウラセブン 牝3青鹿56 蓑島 靖典村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト

クラブ 446＋223：18．99 159．4	
88 アーバンブラック 牡3青鹿58 高野 和馬西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 446＋ 43：19．64 83．7

11 ア オ ス タ �4栗 60 山本 康志吉田 和美氏 古賀 慎明 新ひだか 仲野牧場 512＋103：21．210 19．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 21，062，800円 複勝： 20，606，400円 枠連： 8，408，900円
馬連： 34，634，000円 馬単： 22，622，600円 ワイド： 22，249，900円
3連複： 48，047，500円 3連単： 98，720，500円 計： 276，352，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 130円 � 120円 枠 連（6－7） 670円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 240円 �� 150円 �� 280円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 2，580円

票 数

単勝票数 計 210628 的中 � 62251（1番人気）
複勝票数 計 206064 的中 � 49119（1番人気）� 35831（3番人気）� 44337（2番人気）
枠連票数 計 84089 的中 （6－7） 9688（2番人気）
馬連票数 計 346340 的中 �� 40157（2番人気）
馬単票数 計 226226 的中 �� 13734（3番人気）
ワイド票数 計 222499 的中 �� 21765（2番人気）�� 45035（1番人気）�� 17486（3番人気）
3連複票数 計 480475 的中 ��� 72374（1番人気）
3連単票数 計 987205 的中 ��� 27739（5番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 51．0－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レジェンドパワー �

父 ジークエンブレム �


母父 オペラハウス デビュー 2014．8．30 札幌6着

2012．3．2生 �6黒鹿 母 プリンセスゴーラン 母母 リ ト ル ラ フ 障害：24戦1勝 賞金 42，180，000円



25089 9月29日 小雨 良 （30中山4）第8日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・右・外）

牝，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
1：33．4
1：32．3

良
良

36 オトナノジジョウ 牝2栗 54 三浦 皇成内田 玄祥氏 森 秀行 新冠 中地 広大 442 ―1：36．6 72．8�
11 ココフィーユ 牝2鹿 54 岩田 康誠�Shadow 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 436 ― 〃 クビ 20．0�

（ブルーシャドウ）

816 キャルスカイ 牝2黒鹿54 石橋 脩里見 治紀氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 408 ―1：36．91� 26．6�
713 パルスレート 牝2鹿 54 大野 拓弥 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 466 ― 〃 クビ 4．9�
12 オーキッドテソーロ 牝2鹿 54 石川裕紀人了德寺健二ホール

ディングス� 矢作 芳人 新ひだか 矢野牧場 414 ―1：37．11 17．8	
47 ミユキアストラーレ 牝2鹿 54 的場 勇人長井 純一氏 的場 均 浦河 丸幸小林牧場 470 ―1：37．2� 135．8

815 ニ シ ノ モ エ 牝2青鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 小西 一男 新ひだか 本桐牧場 428 ―1：37．41� 180．2�
48 ハ ツ セ 牝2鹿 54 戸崎 圭太林 弘之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 476 ―1：37．5� 22．6�
35 サトノルミナス 牝2黒鹿54 J．モレイラ �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 464 ―1：37．6� 2．1

（伯刺）

612 ワディアルヒタン 牝2青鹿54 内田 博幸平井 裕氏 田村 康仁 日高 白井牧場 442 ― 〃 ハナ 3．7�
714 ダンクフェスト 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 416 ―1：37．91� 361．8�
611 フ ィ ナ ル タ 牝2青鹿 54

53 ☆木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 小西ファーム 412 ― 〃 クビ 95．4�
510 タッカーアリシア 牝2鹿 54 津村 明秀小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新ひだか 久井牧場 464 ―1：38．0クビ 148．4�
24 ホーリーハート 牝2鹿 54 蛯名 正義坂巻 勝彦氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 508 ― 〃 ハナ 180．2�
23 ジューンバラード 牝2青鹿54 菅原 隆一吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 434 ― 〃 クビ 349．9�
59 ミサトラモーヌ 牝2鹿 54 柴山 雄一戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 木村 秀則 420 ―1：38．95 320．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，824，200円 複勝： 46，550，500円 枠連： 17，525，000円
馬連： 62，119，300円 馬単： 33，754，700円 ワイド： 43，784，400円
3連複： 79，423，200円 3連単： 106，917，900円 計： 439，899，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，280円 複 勝 � 1，080円 � 480円 � 560円 枠 連（1－3） 610円

馬 連 �� 22，150円 馬 単 �� 54，090円

ワ イ ド �� 4，320円 �� 6，420円 �� 2，920円

3 連 複 ��� 93，210円 3 連 単 ��� 651，390円

票 数

単勝票数 計 498242 的中 � 5805（8番人気）
複勝票数 計 465505 的中 � 10799（8番人気）� 26715（6番人気）� 22477（7番人気）
枠連票数 計 175250 的中 （1－3） 22042（3番人気）
馬連票数 計 621193 的中 �� 2173（34番人気）
馬単票数 計 337547 的中 �� 468（74番人気）
ワイド票数 計 437844 的中 �� 2613（30番人気）�� 1748（38番人気）�� 3891（24番人気）
3連複票数 計 794232 的中 ��� 639（134番人気）
3連単票数 計1069179 的中 ��� 119（788番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．5―36．7―49．1―1：01．5―1：13．4―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

オトナノジジョウ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 チチカステナンゴ 初出走

2016．4．11生 牝2栗 母 リャクダツアイ 母母 メジロフランシス 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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アリスブルー号・グラスミルキー号・サユルリトリンカ号・ジェントルブリーズ号・シオンコタン号・

シャインオンアテナ号・テイエムヤマビコ号・トウカイチョウサン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

25090 9月29日 小雨 稍重 （30中山4）第8日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13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

612 スビールアスール 牝4黒鹿55 大野 拓弥�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 486＋121：10．3 6．8�
24 ク ー リ ュ 牝4鹿 55 横山 典弘ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 468－ 81：10．4� 4．3�
12 リチュアルローズ 牝5鹿 55 J．モレイラ �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 472＋ 6 〃 アタマ 8．0�

（伯刺）

714 アイアムキャツアイ 牝4黒鹿 55
53 △横山 武史堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 440＋ 41：10．82 17．1�

47 トラストロン 牝3黒鹿53 岩田 康誠菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 446＋ 4 〃 アタマ 15．2	
11 カレイドスコープ 牝3鹿 53

51 △菊沢 一樹�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 本桐牧場 470＋ 81：11．11� 98．7

816 トーセンリラ 牝3栗 53 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 462＋20 〃 ハナ 7．3�
35 ヒカリトップメモリ 牝5鹿 55 戸崎 圭太�ヒカリクラブ 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 488＋161：11．2クビ 49．1
510 ミヤギウイング 牝3鹿 53 北村 宏司菅原富美子氏 田村 康仁 浦河 宮内牧場 492＋ 21：11．3� 47．6�
36 セ ラ フ ァ ン 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 508± 01：11．62 31．6�
611 ア ポ ロ ア ミ 牝3鹿 53 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 440＋ 8 〃 クビ 24．9�
23 ナリノメジャー 牝4栗 55 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 81：11．7クビ 10．5�
713 アルゴロオジエ 牝4黒鹿55 三浦 皇成エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 三城牧場 B492＋ 41：11．91� 5．5�
815 シャインカメリア 牝3芦 53

51 △藤田菜七子皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 466± 01：12．32� 11．6�
48 � クラシカルチュチュ 牝5青鹿55 宮崎 北斗鈴木 史郎氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム B460＋ 21：12．51 542．2�
59 � ブ ラ ー ゼ ン 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也杉浦 和也氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 432＋181：12．71 336．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，771，800円 複勝： 74，828，400円 枠連： 26，775，500円
馬連： 91，265，400円 馬単： 37，020，800円 ワイド： 69，320，900円
3連複： 133，738，800円 3連単： 136，374，700円 計： 612，096，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 210円 � 160円 � 320円 枠 連（2－6） 660円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，910円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 5，410円 3 連 単 ��� 27，040円

票 数

単勝票数 計 427718 的中 � 50289（3番人気）
複勝票数 計 748284 的中 � 89648（3番人気）� 139998（1番人気）� 51225（6番人気）
枠連票数 計 267755 的中 （2－6） 31230（1番人気）
馬連票数 計 912654 的中 �� 45906（2番人気）
馬単票数 計 370208 的中 �� 8263（4番人気）
ワイド票数 計 693209 的中 �� 28770（3番人気）�� 8958（27番人気）�� 17173（8番人気）
3連複票数 計1337388 的中 ��� 18516（7番人気）
3連単票数 計1363747 的中 ��� 3656（38番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．9―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―45．5―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．7
3 ・（12，14）4（13，15）（2，16）6（7，11）（3，5，10）1，8，9 4 12，14，4，2（13，15，16）7（11，6）5（3，10）1，8，9

勝馬の
紹 介

スビールアスール �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．8．7 新潟13着

2014．4．10生 牝4黒鹿 母 サングレアズール 母母 リメインラブ 21戦3勝 賞金 40，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 サンデュランゴ号・ジェイケイオジョウ号・タキオンレイ号・ラブユーミー号・レイテストバード号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



25091 9月29日 小雨 良 （30中山4）第8日 第7競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時30分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，3歳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
2：10．1
2：09．9

良
良

45 チャロネグロ 牡4黒鹿57 J．モレイラ金子真人ホール
ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋102：13．0 2．0�
（伯刺）

711 ア ル カ サ ル �5青鹿57 蛯名 正義 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 522＋ 82：13．74 11．1�
69 プレシャスブルー 牡4鹿 57 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 438± 0 〃 クビ 25．2�
33 トータルソッカー 牡4栗 57 戸崎 圭太渡邊 隆氏 伊藤 正徳 新ひだか 真歌田中牧場 492－ 62：13．8クビ 8．0�
58 	 ラッキーアドバンス 牡4芦 57 田辺 裕信柳内 正基氏 勢司 和浩 新ひだか グランド牧場 490＋ 42：14．22
 14．0	
22 カ マ ク ラ 牝5黒鹿 55

54 ☆武藤 雅市川義美ホール
ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 476＋ 42：14．3� 125．1


57 アスコットチャンプ �5栗 57 勝浦 正樹星野 �男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 468± 02：14．51
 309．7�
814 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 492－ 6 〃 ハナ 106．4
46 ジュニエーブル 牡4鹿 57 西田雄一郎柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 460＋14 〃 ハナ 159．0�
813 ブラックギムレット 牡4黒鹿57 岩田 康誠黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 42：14．7� 41．2�
11 ヴァンベールシチー 牡4栗 57 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 430± 0 〃 クビ 26．5�
610 エイムアンドエンド 牡3鹿 54 大野 拓弥 �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 482－ 42：15．01� 3．3�
34 ロードジパング 牡3栗 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 448－ 42：15．53 44．3�
712 ヘッドストリーム 牡3栗 54 北村 宏司犬塚悠治郎氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 454＋122：16．45 33．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，180，500円 複勝： 65，980，100円 枠連： 18，491，600円
馬連： 80，998，000円 馬単： 41，209，500円 ワイド： 57，757，500円
3連複： 108，360，000円 3連単： 150，428，400円 計： 567，405，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 230円 � 440円 枠 連（4－7） 670円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 430円 �� 830円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 4，810円 3 連 単 ��� 12，750円

票 数

単勝票数 計 441805 的中 � 172133（1番人気）
複勝票数 計 659801 的中 � 241036（1番人気）� 57744（4番人気）� 24454（7番人気）
枠連票数 計 184916 的中 （4－7） 21228（3番人気）
馬連票数 計 809980 的中 �� 68667（3番人気）
馬単票数 計 412095 的中 �� 23114（4番人気）
ワイド票数 計 577575 的中 �� 37255（3番人気）�� 17625（8番人気）�� 5366（26番人気）
3連複票数 計1083600 的中 ��� 16864（14番人気）
3連単票数 計1504284 的中 ��� 8548（34番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．3―11．9―12．8―12．7―12．1―11．8―11．9―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．6―35．9―47．8―1：00．6―1：13．3―1：25．4―1：37．2―1：49．1―2：00．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

チャロネグロ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2016．12．17 中山9着

2014．2．9生 牡4黒鹿 母 ル ミ ネ ン ス 母母 チ ャ ン ジ イ 16戦3勝 賞金 49，499，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

25092 9月29日 小雨 稍重 （30中山4）第8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

814 ネ コ ワ シ 牡3鹿 54 柴田 大知桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 502－ 21：54．1 5．1�
47 � クリップスプリンガ 牡4鹿 57

56 ☆木幡 巧也山下 良子氏 岩戸 孝樹 新冠 ヤマタケ牧場 438± 01：54．31� 25．6�
713 ナスノカンザン 牡4鹿 57 内田 博幸�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 512－ 6 〃 アタマ 5．8�
712 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 488＋10 〃 アタマ 7．5�
35 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 498－ 41：54．61� 25．8	
815 オ ー ル デ ン 牡4鹿 57 田辺 裕信金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 456＋141：54．81� 12．6

611� マイネルツィール 牡5鹿 57

55 △横山 武史杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 474＋ 41：54．9	 27．4�
23 � 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 496± 01：55．0	 268．1�
59 トーセンヴィータ 牡3青鹿54 北村 宏司島川 哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 530＋ 6 〃 ハナ 2．8�
11 ブルベアクワイ 牝3鹿 52

50 △菊沢 一樹 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 454－ 41：55．42	 38．0�
46 サ ノ サ ン 牡3黒鹿54 蛯名 正義佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 460＋ 81：55．5� 19．4�
58 ファストフラッシュ 牡3栗 54 石橋 脩間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 470＋ 41：55．6	 42．6�
610 リアルモンテ 牡3鹿 54 吉田 隼人伊藤 誠吉氏 中川 公成 日高 広中 稔 464－ 61：55．91� 12．1�
34 ボールドスパルタン 牡3青 54 嘉藤 貴行増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 454－ 41：56．64 115．7�
22 バンブトンエガオ 牝3黒鹿52 杉原 誠人樋口 正蔵氏 千田 輝彦 浦河 谷川牧場 470－ 81：56．7	 205．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，752，700円 複勝： 49，724，900円 枠連： 23，730，700円
馬連： 81，491，100円 馬単： 31，207，000円 ワイド： 51，814，400円
3連複： 102，378，700円 3連単： 119，870，900円 計： 493，970，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 460円 � 210円 枠 連（4－8） 2，200円

馬 連 �� 6，310円 馬 単 �� 10，940円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 540円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 9，040円 3 連 単 ��� 61，410円

票 数

単勝票数 計 337527 的中 � 52769（2番人気）
複勝票数 計 497249 的中 � 74811（2番人気）� 22818（7番人気）� 67174（3番人気）
枠連票数 計 237307 的中 （4－8） 8339（9番人気）
馬連票数 計 814911 的中 �� 10004（24番人気）
馬単票数 計 312070 的中 �� 2138（40番人気）
ワイド票数 計 518144 的中 �� 9532（15番人気）�� 26083（3番人気）�� 6112（29番人気）
3連複票数 計1023787 的中 ��� 8485（30番人気）
3連単票数 計1198709 的中 ��� 1415（201番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．3―38．2―50．9―1：03．2―1：15．6―1：27．9―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネ コ ワ シ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．11．25 東京7着

2015．3．8生 牡3鹿 母 ヤマノボンディール 母母 ロ ジ ー タ 11戦2勝 賞金 19，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※バンブトンエガオ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



25093 9月29日 小雨 稍重 （30中山4）第8日 第9競走 ��
��1，200�カンナステークス

発走14時35分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

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

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

44 ディアンドル 牝2黒鹿54 J．モレイラ �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 488＋141：09．5 2．9�
（伯刺）

88 ホウオウカトリーヌ 牝2鹿 54 大野 拓弥小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 61：09．92	 1．8�
77 キ タ イ 牝2鹿 54 岩田 康誠西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 482－18 〃 アタマ 7．0�
11 ウィンターリリー 牝2芦 54 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 ヒダカフアーム 438± 0 〃 アタマ 22．1�
22 マイネルアルケミー 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 村下 清志 456－ 41：10．32	 18．0	
33 
 ヨークテソーロ 牝2鹿 54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 愛 Rabbah Blood-
stock Limited 426－ 21：10．51 38．0


66 ルメッサージュ 牝2青鹿54 武藤 雅 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 408＋ 61：10．71 76．8�
89 クロムウェル 牡2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 アサヒ牧場 426＋161：11．01� 150．5�
55 タムロドリーム 牝2鹿 54 戸崎 圭太谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 470＋ 21：11．63	 30．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 66，815，400円 複勝： 70，092，000円 枠連： 14，475，300円
馬連： 87，784，400円 馬単： 53，718，400円 ワイド： 46，951，500円
3連複： 100，461，700円 3連単： 237，421，300円 計： 677，720，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（4－8） 240円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 140円 �� 250円 �� 210円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 1，410円

票 数

単勝票数 計 668154 的中 � 187587（2番人気）
複勝票数 計 700920 的中 � 128999（2番人気）� 358872（1番人気）� 73586（3番人気）
枠連票数 計 144753 的中 （4－8） 46145（1番人気）
馬連票数 計 877844 的中 �� 289542（1番人気）
馬単票数 計 537184 的中 �� 86266（2番人気）
ワイド票数 計 469515 的中 �� 109595（1番人気）�� 39425（3番人気）�� 50301（2番人気）
3連複票数 計1004617 的中 ��� 190642（1番人気）
3連単票数 計2374213 的中 ��� 121411（2番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．8―11．9―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．4―46．3―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．1
3 ・（4，5）（3，9）（2，6）8，7，1 4 ・（4，5）（3，6，9，8）（2，7，1）

勝馬の
紹 介

ディアンドル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．7．15 中京2着

2016．2．14生 牝2黒鹿 母 グリューネワルト 母母 シェーンクライト 3戦2勝 賞金 23，989，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

25094 9月29日 小雨 稍重 （30中山4）第8日 第10競走 ��
��2，000�

な ら し の

習 志 野 特 別
発走15時10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

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

815 マイネルファンロン 牡3青鹿54 J．モレイラ �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 466－ 42：01．8 2．0�

（伯刺）

12 フリージングレイン 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 518± 02：02．01� 6．9�
11 ホウオウパフューム 牝4栗 55 田辺 裕信小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 484＋ 22：02．31	 8．2�

510 キングパール 牡6黒鹿57 津村 明秀フジイ興産� 田中 博康 安平 ノーザンファーム 476± 02：02．72
 27．6�
（法942）

36 スクエアフォールド �5鹿 57 内田 博幸 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 476＋ 8 〃 クビ 27．9	
47 ワールドヘリテージ 牡3鹿 54 北村 宏司谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 450± 02：02．8
 18．1

816 エフティスパークル 牡5黒鹿57 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 クビ 31．9�
48 ヤマニンリュウセイ 牡5栗 57 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 478－ 22：02．9	 49．1�
23 メールドグラース 牡3黒鹿54 石橋 脩 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B468－ 2 〃 ハナ 7．3
612� ダブルシャープ 牡3鹿 54 岩田 康誠天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 474－ 62：03．0
 6．8�
24 コスモアルヘナ 牡6青鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 486＋ 82：03．21
 392．6�
713 ロードプレミアム 牡5黒鹿57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 498＋ 62：03．3クビ 57．2�
35 トライブキング 牡5鹿 57 大野 拓弥前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 446－ 62：03．62 239．2�
611 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 438－ 4 〃 ハナ 506．6�
714 エニグマバリエート 牡6青鹿57 武藤 雅平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B488－ 4 〃 クビ 73．8�
59 コティニャック 牡6青鹿57 石川裕紀人伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 530＋162：03．81 263．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，185，600円 複勝： 83，412，700円 枠連： 36，834，300円
馬連： 146，095，400円 馬単： 59，621，000円 ワイド： 83，904，000円
3連複： 187，231，400円 3連単： 239，506，200円 計： 893，790，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 180円 � 210円 枠 連（1－8） 400円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 350円 �� 470円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 6，640円

票 数

単勝票数 計 571856 的中 � 219564（1番人気）
複勝票数 計 834127 的中 � 226839（1番人気）� 105740（3番人気）� 81619（5番人気）
枠連票数 計 368343 的中 （1－8） 70096（1番人気）
馬連票数 計1460954 的中 �� 146951（1番人気）
馬単票数 計 596210 的中 �� 37817（3番人気）
ワイド票数 計 839040 的中 �� 64821（2番人気）�� 45575（4番人気）�� 29235（5番人気）
3連複票数 計1872314 的中 ��� 67351（5番人気）
3連単票数 計2395062 的中 ��� 26125（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―38．1―50．6―1：03．6―1：15．0―1：26．6―1：38．1―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．2
1
3
8（9，10）（2，5，12）（4，15）（1，7，13）（3，16）（11，6）－14
15，10（8，12）（2，9，13）4（1，5，16）6（7，3）14，11

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

勝馬の
紹 介

マイネルファンロン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2017．9．16 中山2着

2015．2．19生 牡3青鹿 母 マイネテレジア 母母 マイネヌーヴェル 9戦3勝 賞金 51，397，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



25095 9月29日 小雨 稍重 （30中山4）第8日 第11競走
顕彰馬選定記念

��
��1，600�ロードカナロアメモリアル

発走15時45分 （芝・右・外）
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55�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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

22 プロディガルサン 牡5鹿 57 J．モレイラ金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 508－ 41：33．8 2．3�

（伯刺）

55 キャプテンペリー �5栗 57 津村 明秀千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 490－ 4 〃 クビ 61．5�
78 ウインフェニックス 牡7鹿 57 柴田 大知�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 482± 0 〃 アタマ 160．6�
810 ド ー ヴ ァ ー 牡5栗 57 三浦 皇成ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 41：33．9クビ 6．9�
33 キ ロ ハ ナ 牡6鹿 57 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 470－ 81：34．0	 4．3�
79 チャンピオンルパン 牡7鹿 57 横山 和生坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 498± 01：34．31
 35．8	
11 ウインファビラス 牝5芦 55 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 480＋20 〃 ハナ 24．5

44 ウイングチップ �6黒鹿57 柴田 善臣 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 494＋ 21：34．51� 25．7�
66 テ ン ク ウ 牡3黒鹿55 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 454＋ 4 〃 クビ 4．0
811 ライジングリーズン 牝4青鹿55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 奥村 武 日高 三城牧場 484－ 81：36．110 15．4�
67 プレシャスエース 牡5鹿 57 横山 典弘鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 41：37．69 74．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 88，841，400円 複勝： 102，275，900円 枠連： 41，252，600円
馬連： 237，659，000円 馬単： 107，623，100円 ワイド： 116，218，600円
3連複： 307，054，400円 3連単： 526，230，300円 計： 1，527，155，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 850円 � 2，070円 枠 連（2－5） 5，820円

馬 連 �� 6，300円 馬 単 �� 8，680円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 3，860円 �� 15，440円

3 連 複 ��� 61，750円 3 連 単 ��� 286，420円

票 数

単勝票数 計 888414 的中 � 301312（1番人気）
複勝票数 計1022759 的中 � 297311（1番人気）� 23685（9番人気）� 9267（11番人気）
枠連票数 計 412526 的中 （2－5） 5489（18番人気）
馬連票数 計2376590 的中 �� 29234（20番人気）
馬単票数 計1076231 的中 �� 9293（27番人気）
ワイド票数 計1162186 的中 �� 15486（23番人気）�� 7758（33番人気）�� 1912（53番人気）
3連複票数 計3070544 的中 ��� 3729（98番人気）
3連単票数 計5262303 的中 ��� 1332（463番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―10．8―11．3―11．9―12．4―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．9―33．7―45．0―56．9―1：09．3―1：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F36．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プロディガルサン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．6．20 東京1着

2013．2．22生 牡5鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 18戦3勝 賞金 129，101，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

25096 9月29日 小雨 重 （30中山4）第8日 第12競走 ��
��1，200�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

612 マンカストラップ 牡4青鹿57 大野 拓弥�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 494＋ 21：10．9 2．9�
59 タイキメサイア 牡3栗 55 戸崎 圭太�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 510＋101：11．11� 12．1�
35 タイセイラビッシュ 牡6鹿 57 黛 弘人田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 484± 01：11．2	 14．9�
24 
 アースコレクション 牡5鹿 57 石川裕紀人 �グリーンファーム尾関 知人 米

Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

520－ 21：11．3	 26．8�
611 トロピカルスパート 牝4栗 55 石橋 脩日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 496＋ 61：11．61	 4．8	
714 スズカオーショウ 牡7栗 57

54 ▲木幡 育也永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 522＋ 61：11．7� 217．4

510 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 482＋ 6 〃 ハナ 4．4�
11 � コパノミザール 4鹿 57

55 △藤田菜七子小林 祐介氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 454－ 61：11．91� 55．0�
48 サトノユニゾン 3鹿 55 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 新ひだか グランド牧場 486－141：12．0� 66．4
23 エアコンヴィーナ 牝3黒鹿 53

52 ☆武藤 雅 �ラッキーフィールド大竹 正博 様似 猿倉牧場 452＋ 41：12．1クビ 40．1�
36 ナイツブリッジ 牡3黒鹿55 吉田 隼人村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 490－121：12．2	 67．0�
816 ジオパークボス 牡3栗 55

52 ▲山田 敬士小関 勝紀氏 青木 孝文 様似 中村 俊紀 B448＋ 21：12．51� 271．5�
47 クラウンヴォルカン 牡5青 57

55 △横山 武史矢野 恭裕氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 528＋291：12．6	 164．6�
713 ジョイズエターナル 牝3鹿 53 蛯名 正義岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか タガミファーム 478＋10 〃 クビ 6．7�
815 マイネルレヴリー 牡3鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新冠 武田 修一 458＋ 61：12．91� 105．7�
12 サノノショウグン 4栗 57

56 ☆木幡 初也佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 452－101：13．0	 24．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 68，129，100円 複勝： 85，311，900円 枠連： 46，682，200円
馬連： 161，378，900円 馬単： 67，892，400円 ワイド： 108，451，500円
3連複： 235，278，100円 3連単： 309，005，100円 計： 1，082，129，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 320円 � 300円 枠 連（5－6） 350円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 690円 �� 780円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 8，910円 3 連 単 ��� 33，610円

票 数

単勝票数 計 681291 的中 � 187648（1番人気）
複勝票数 計 853119 的中 � 196250（1番人気）� 59134（6番人気）� 62483（5番人気）
枠連票数 計 466822 的中 （5－6） 101941（1番人気）
馬連票数 計1613789 的中 �� 67897（6番人気）
馬単票数 計 678924 的中 �� 17785（8番人気）
ワイド票数 計1084515 的中 �� 41687（6番人気）�� 36569（8番人気）�� 11233（25番人気）
3連複票数 計2352781 的中 ��� 19800（25番人気）
3連単票数 計3090051 的中 ��� 6665（96番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―11．8―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．3―46．1―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マンカストラップ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ストーミングホーム デビュー 2016．6．25 函館3着

2014．3．24生 牡4青鹿 母 ヴ ァ ッ プ 母母 ビコーグレイス 17戦3勝 賞金 37，435，000円
〔制裁〕 コパノミザール号の調教師上原博之は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※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 シャイニングボルト号・ブランオラージュ号・ロードコメット号



（30中山4）第8日 9月29日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良後稍重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 170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

207，550，000円
5，180，000円
16，650，000円
1，110，000円
22，910，000円
71，449，000円
4，943，800円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
576，268，800円
747，260，700円
278，590，000円
1，155，915，900円
549，001，000円
729，205，700円
1，555，381，700円
2，267，934，100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 7，859，557，900円

総入場人員 16，206名 （有料入場人員 14，237名）
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