
25001 9月7日 晴 良 （1中山4） 第1日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時10分 （ダート・右）

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

44 シンプルゲーム 牡2栗 54 C．ルメール 吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B498± 01：55．9 1．2�
78 アイルビーメジャー 牡2栗 54 丹内 祐次岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 454－ 61：57．8大差 9．4�
33 ナックダイヤ 牝2鹿 54 横山 典弘小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 508－ 81：58．22� 11．6�
66 ジーマックス 牡2鹿 54 内田 博幸佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 526± 01：59．05 19．5�
67 ダリアメイリー 牝2鹿 54

51 ▲菅原 明良 �静内白井牧場 堀井 雅広 新ひだか 桑嶋 峰雄 426± 01：59．1クビ 131．2�
811 ディーカラーズ 牡2栗 54

52 △木幡 育也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 486＋10 〃 アタマ 25．8	
79 プロローグナンバー 牡2栗 54

51 ▲藤田菜七子亀岡 和彦氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 482＋102：00．16 66．7


55 スプリングブリーズ 牝2青鹿 54
53 ☆野中悠太郎河村 �平氏 萱野 浩二 浦河 多田 善弘 458－ 42：00．2� 55．9�

11 ダビデヴィットリオ 牡2鹿 54 江田 照男加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 474－ 42：00．41 19．2
22 エコロファントム 牡2黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹原村 正紀氏 菊沢 隆徳 新ひだか タイヘイ牧場 470＋ 42：00．93 89．1�
810 タイセイプレイヤー 牡2青鹿54 木幡 巧也田中 成奉氏 池上 昌和 浦河 谷川牧場 B442－142：01．0クビ 94．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 33，950，700円 複勝： 131，131，000円 枠連： 9，847，400円
馬連： 45，009，000円 馬単： 36，426，700円 ワイド： 38，839，300円
3連複： 65，526，100円 3連単： 133，499，400円 計： 494，229，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 150円 � 140円 枠 連（4－7） 350円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 180円 �� 210円 �� 580円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 1，950円

票 数

単勝票数 計 339507 的中 � 225991（1番人気）
複勝票数 計1311310 的中 � 1054121（1番人気）� 54545（3番人気）� 57501（2番人気）
枠連票数 計 98474 的中 （4－7） 21372（1番人気）
馬連票数 計 450090 的中 �� 89338（1番人気）
馬単票数 計 364267 的中 �� 56822（1番人気）
ワイド票数 計 388393 的中 �� 62083（1番人気）�� 49529（2番人気）�� 13340（6番人気）
3連複票数 計 655261 的中 ��� 60246（1番人気）
3連単票数 計1334994 的中 ��� 49607（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．5―51．1―1：03．4―1：16．0―1：29．3―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シンプルゲーム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Awesome Gambler デビュー 2019．7．7 福島2着

2017．1．19生 牡2栗 母 ウィラビーオーサム 母母 Cause I’m Tricky 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイプレイヤー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月7日まで平地

競走に出走できない。

25002 9月7日 晴 良 （1中山4） 第1日 第2競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時40分 （芝・右・外）
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

35 フ ィ ド ル 牝2鹿 54 武士沢友治山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 山際牧場 414－ 41：08．7 12．4�
23 ヴォールヴィコント 牝2鹿 54 戸崎 圭太栗山 良子氏 上原 博之 日高 新井 昭二 484＋ 2 〃 クビ 1．8�
11 ラファームソルティ 牝2鹿 54 丸田 恭介 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 �川 啓一 430－121：08．8� 73．6�
612 シャイニールミナス 牝2鹿 54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 芳住 鉄兵 450－ 61：09．01 5．9�
24 ネオストーリー 牡2青鹿54 丸山 元気藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 448＋12 〃 クビ 10．7�
59 ラヴアンドゲーム 牝2鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 436＋ 21：09．1� 35．1	
36 シ ャ チ 牡2鹿 54 吉田 豊中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 444＋ 41：09．2クビ 40．9

815 ナックローズ 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか タイヘイ牧場 408－101：09．52 11．2�
47 パラティーノヒル 牝2栗 54 森 泰斗吉田 照哉氏 武藤 善則 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 400－ 4 〃 クビ 19．5�
（船橋）

48 ハワーマハル 牝2鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム B444－121：09．6クビ 61．8
816 ベ ル シ ッ ク 牝2鹿 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 和田 勇介 日高 沖田牧場 426－ 2 〃 クビ 32．4�
713 ロードカバチ 牡2青鹿 54

53 ☆野中悠太郎 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか 泊 寿幸 430＋ 41：10．02	 25．5�
510 ラ ラ ラ 牝2黒鹿 54

51 ▲菅原 明良 Him Rock Racing
ホールディングス� 武市 康男 日高 船越牧場 414＋ 21：10．53 307．8�

12 アスピラシオン 牝2芦 54
51 ▲山田 敬士髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 大江牧場 372＋ 41：10．71
 201．2�

714 ジ ェ イ ダ 牝2栗 54
52 △木幡 育也田端 修氏 佐藤 吉勝 日高 タバタファーム 400－ 21：11．76 616．8�

611 カンパニームーン 牝2栗 54 嶋田 純次竹原 孝昭氏 石毛 善彦 熊本 竹原 孝昭 458± 01：13．4大差 643．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，983，100円 複勝： 70，729，200円 枠連： 15，097，100円
馬連： 61，364，400円 馬単： 33，905，200円 ワイド： 48，992，000円
3連複： 93，945，200円 3連単： 118，575，200円 計： 477，591，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 250円 � 110円 � 1，040円 枠 連（2－3） 690円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 460円 �� 6，600円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 15，010円 3 連 単 ��� 92，830円

票 数

単勝票数 計 349831 的中 � 23791（5番人気）
複勝票数 計 707292 的中 � 43685（4番人気）� 367515（1番人気）� 7969（12番人気）
枠連票数 計 150971 的中 （2－3） 16805（3番人気）
馬連票数 計 613644 的中 �� 42765（4番人気）
馬単票数 計 339052 的中 �� 7092（10番人気）
ワイド票数 計 489920 的中 �� 29851（3番人気）�� 1793（52番人気）�� 5431（24番人気）
3連複票数 計 939452 的中 ��� 4693（45番人気）
3連単票数 計1185752 的中 ��� 926（269番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．6―11．6―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．1―45．7―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ィ ド ル �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．7．7 福島7着

2017．3．4生 牝2鹿 母 クレタパラドックス 母母 ブラッシングインザレイン 4戦1勝 賞金 6，250，000円
〔その他〕 カンパニームーン号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カンパニームーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月7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。
（非当選馬） 2頭 プリンサン号・ヨンウォニ号
（非抽選馬） 1頭 ゲームアルアル号
※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。

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7日 晴 良 （1中山4） 第1日 第3競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走11時10分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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
1：47．6

重
重

66 キャンディスイート 牝3鹿 52 横山 典弘吉田 千津氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 452± 01：53．5 7．5�
77 アルカイクスマイル 牝3青鹿 52

49 ▲菅原 明良�梅田牧場 高木 登 浦河 梅田牧場 534＋ 61：53．6� 2．2�
33 パールデュー 牝3黒鹿52 丸山 元気吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 506＋141：53．91� 3．0�
11 ハ ツ セ 牝3鹿 52 柴田 善臣林 弘之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 486＋ 21：54．43 18．6�
88 リンガスビンゴ 牝4黒鹿55 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 540＋ 81：54．61 5．4�
22 ネオファルコン 牝3鹿 52

49 ▲小林 凌大西田 俊二氏 鈴木 伸尋 浦河 田中スタッド 460－ 6 〃 クビ 15．4	
55 ジューンバラード 牝3青鹿52 武士沢友治吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 434＋ 21：55．23� 26．5

44 � パリスハート 牝4鹿 55

54 ☆菊沢 一樹日下 幸徳氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 448－ 81：55．3� 170．4�
（8頭）

売 得 金
単勝： 33，494，300円 複勝： 37，240，000円 枠連： 発売なし
馬連： 55，621，000円 馬単： 29，725，600円 ワイド： 37，338，300円
3連複： 63，019，000円 3連単： 124，557，100円 計： 380，995，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 150円 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 270円 �� 310円 �� 150円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 6，180円

票 数

単勝票数 計 334943 的中 � 35672（4番人気）
複勝票数 計 372400 的中 � 47464（4番人気）� 110188（1番人気）� 85344（2番人気）
馬連票数 計 556210 的中 �� 47951（4番人気）
馬単票数 計 297256 的中 �� 10449（9番人気）
ワイド票数 計 373383 的中 �� 31690（4番人気）�� 26169（5番人気）�� 78724（1番人気）
3連複票数 計 630190 的中 ��� 75454（2番人気）
3連単票数 計1245571 的中 ��� 14609（20番人気）

ハロンタイム 12．6―12．4―13．4―13．0―12．4―12．1―12．3―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．0―38．4―51．4―1：03．8―1：15．9―1：28．2―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．6
1
3
7（6，3）8（2，4）（1，5）・（7，3）8，6（2，5）（1，4）

2
4
7，3（6，8）2，4（1，5）・（7，3）6，8（1，2，5）4

勝馬の
紹 介

キャンディスイート �

父 ヴィクトワールピサ �


母父 Pure Prize デビュー 2018．11．17 東京11着

2016．2．9生 牝3鹿 母 キャンディネバダ 母母 Candy Sola 7戦2勝 賞金 15，000，000円

25004 9月7日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （1中山4） 第1日 第4競走 ��2，880�障害3歳以上未勝利

発走11時40分 （芝・ダート）

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

11 ニーマルサンデー 牡5青鹿60 江田 勇亮板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 478－ 43：12．5 1．6�
77 � ビ ー ハ グ �7黒鹿60 山本 康志岡田 壮史氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 482＋ 23：12．92� 11．7�
66 ルーラーキング 牡5鹿 60 伴 啓太宮本 貞雄氏 小笠 倫弘 日高 石原牧場 464－ 63：13．11	 28．5�
78 
 ストレイライトラン 牡4黒鹿60 五十嵐雄祐 �ローレルレーシング 堀井 雅広 米 Jim Fitzgerald &

Katie Fitzgerald 478－ 8 〃 ハナ 6．2�
810 キールコネクション 牡7栗 60 蓑島 靖典水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B482± 03：13．42 9．4�
33 ファイアプルーフ 牡4黒鹿60 大江原 圭犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 502± 03：13．93 21．8	
44 � クラウンレガシー �4黒鹿60 大庭 和弥矢野まり子氏 星野 忍 日高 クラウン日高牧場 500± 03：16．5大差 39．3

55 フロリアヌス 牡4鹿 60 上野 翔 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム B458－123：16．82 56．1�
22 インペリオーソ 牝4青鹿58 石神 深一吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 476＋ 43：17．97 5．8�
89 グレートデー 牡3黒鹿58 高野 和馬 スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 500－ 63：23．2大差 209．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 21，467，900円 複勝： 34，521，700円 枠連： 9，760，400円
馬連： 36，520，300円 馬単： 25，353，500円 ワイド： 27，968，800円
3連複： 56，853，000円 3連単： 96，614，800円 計： 309，060，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 210円 � 430円 枠 連（1－7） 330円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 360円 �� 720円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 4，760円 3 連 単 ��� 12，010円

票 数

単勝票数 計 214679 的中 � 102788（1番人気）
複勝票数 計 345217 的中 � 182005（1番人気）� 24757（5番人気）� 9763（7番人気）
枠連票数 計 97604 的中 （1－7） 22483（1番人気）
馬連票数 計 365203 的中 �� 36993（4番人気）
馬単票数 計 253535 的中 �� 19832（4番人気）
ワイド票数 計 279688 的中 �� 22020（4番人気）�� 9778（10番人気）�� 3473（24番人気）
3連複票数 計 568530 的中 ��� 8950（21番人気）
3連単票数 計 966148 的中 ��� 5828（39番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 53．0－3F 40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニーマルサンデー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．7．31 新潟8着

2014．3．2生 牡5青鹿 母 ソ ー ゴ ル 母母 Arruhan 障害：2戦1勝 賞金 10，900，000円



25005 9月7日 晴 良 （1中山4） 第1日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時30分 （芝・右）

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
1：59．6
1：59．6

良
良

44 ブレッシングレイン 牡2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 新ひだか チャンピオンズファーム 486 ―2：02．3 2．0�
33 ブリジャール 牡2鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 494 ― 〃 クビ 4．3�
11 ソステヌートペダル 牡2黒鹿54 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 千歳 社台ファーム 414 ―2：02．83 23．5�
88 ポーラーサマー 牡2黒鹿54 田辺 裕信ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496 ―2：03．54 7．1�
66 トロピカルビーチ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 426 ―2：04．03 13．2	
77 ベルブション 牡2栗 54 北村 宏司子安 裕樹氏 青木 孝文 平取 株式会社

ASK STUD 458 ―2：04．1� 40．3

55 ト リ ト ン 牡2黒鹿54 三浦 皇成村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 492 ―2：04．31� 5．7�
22 ユ ウ ホ 牝2青鹿54 伴 啓太玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 468 ―2：07．8大差 138．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 42，170，200円 複勝： 37，696，700円 枠連： 発売なし
馬連： 51，810，400円 馬単： 32，224，100円 ワイド： 33，199，700円
3連複： 54，364，300円 3連単： 124，092，300円 計： 375，557，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 310円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 170円 �� 490円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 3，760円

票 数

単勝票数 計 421702 的中 � 174041（1番人気）
複勝票数 計 376967 的中 � 146714（1番人気）� 78695（2番人気）� 15367（6番人気）
馬連票数 計 518104 的中 �� 101983（1番人気）
馬単票数 計 322241 的中 �� 41634（1番人気）
ワイド票数 計 331997 的中 �� 64376（1番人気）�� 15210（8番人気）�� 8248（12番人気）
3連複票数 計 543643 的中 ��� 26832（5番人気）
3連単票数 計1240923 的中 ��� 23918（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―13．1―12．6―13．1―12．6―12．3―11．7―11．4―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．5―37．6―50．2―1：03．3―1：15．9―1：28．2―1：39．9―1：51．3

コーナー
通過順位

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

2
4
1－3，5，4，2，8（6，7）
1，3（4，5）（7，8）2，6

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブレッシングレイン 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Unbridled’s Song 初出走

2017．2．6生 牡2鹿 母 レインデート 母母 Missed the Storm 1戦1勝 賞金 7，000，000円

25006 9月7日 晴 良 （1中山4） 第1日 第6競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13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
1：47．6

重
重

88 グリニッジシチー �3栗 54 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新冠 カミイスタット 466－141：53．6 4．2�
55 キングスバレイ 牡3栗 54 木幡 巧也村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 508－ 41：54．02� 1．6�
44 トレイントレイン 牡3黒鹿54 西田雄一郎�MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム B510－ 81：54．21� 17．3�
11 ゴールドパッション 牡4栗 57 森 泰斗居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 520＋ 11：54．51� 13．1�

（船橋）

77 ゲンパチシャドウ 牡3鹿 54 江田 照男平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 勝春 464＋ 21：55．13� 43．8�
33 ローリエテソーロ 牡3栗 54

51 ▲菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 浦河 辻 牧場 512＋ 61：56．16 17．8	

89 ゴーアブロード 牡3鹿 54
51 ▲山田 敬士
ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 496＋ 41：56．31 202．4�

66 ア ウ レ ッ ト 牝3鹿 52 内田 博幸ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 442－121：57．57 22．4�

22 ジュンアサヒダケ 牡3鹿 54
53 ☆武藤 雅河合 純二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム B500－ 21：57．82 6．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 28，895，000円 複勝： 75，376，500円 枠連： 8，909，000円
馬連： 50，079，700円 馬単： 34，658，600円 ワイド： 38，170，300円
3連複： 64，656，900円 3連単： 143，044，500円 計： 443，790，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 110円 � 250円 枠 連（5－8） 340円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 180円 �� 730円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 5，080円

票 数

単勝票数 計 288950 的中 � 54642（2番人気）
複勝票数 計 753765 的中 � 53632（3番人気）� 532722（1番人気）� 22251（6番人気）
枠連票数 計 89090 的中 （5－8） 19986（1番人気）
馬連票数 計 500797 的中 �� 120064（1番人気）
馬単票数 計 346586 的中 �� 31198（3番人気）
ワイド票数 計 381703 的中 �� 67870（1番人気）�� 11082（11番人気）�� 21941（5番人気）
3連複票数 計 646569 的中 ��� 46484（3番人気）
3連単票数 計1430445 的中 ��� 20382（14番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．8―13．2―12．6―12．2―12．5―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．5―50．7―1：03．3―1：15．5―1：28．0―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グリニッジシチー �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 トワイニング デビュー 2019．1．27 東京8着

2016．3．30生 �3栗 母 プラセンティア 母母 キャサリーンパー 6戦2勝 賞金 16，450，000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。



25007 9月7日 晴 良 （1中山4） 第1日 第7競走 ��2，500�3歳以上1勝クラス
発走13時30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
2：29．5
2：28．2

良
良

33 エイプリルミスト 牝5芦 55 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 448＋ 22：35．0 2．7�
66 ロマンテソーロ 牝4青鹿55 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 446－ 22：35．1� 12．8�
11 ピエタフィリアーレ 牡3栗 54

53 ☆野中悠太郎佐伯 太朗氏 菊川 正達 新冠 長浜 秀昭 466± 02：35．42 2．0�
77 カ マ ク ラ 牝6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 466－ 42：35．5� 19．6�

44 サツキワルツ 牝4鹿 55 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 456－ 22：35．71� 24．8	
22 ファントムグレイ 牡6芦 57 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 428－ 22：35．8クビ 14．2

88 	 スズヨブラック 牡4鹿 57

54 ▲山田 敬士鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 栄進牧場 484± 02：36．97 170．5�
55 テイエムバリバリ 牡3黒鹿54 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 村上 雅規 462＋162：37．32� 6．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 32，516，600円 複勝： 34，677，300円 枠連： 発売なし
馬連： 57，355，700円 馬単： 33，857，500円 ワイド： 34，285，600円
3連複： 64，339，300円 3連単： 143，290，800円 計： 400，322，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 160円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 340円 �� 140円 �� 390円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 5，250円

票 数

単勝票数 計 325166 的中 � 94174（2番人気）
複勝票数 計 346773 的中 � 86299（2番人気）� 25633（4番人気）� 148412（1番人気）
馬連票数 計 573557 的中 �� 32075（6番人気）
馬単票数 計 338575 的中 �� 11566（9番人気）
ワイド票数 計 342856 的中 �� 21772（4番人気）�� 80069（1番人気）�� 18393（6番人気）
3連複票数 計 643393 的中 ��� 62158（3番人気）
3連単票数 計1432908 的中 ��� 19756（18番人気）

ハロンタイム 7．3―12．2―12．7―12．4―13．1―13．5―12．7―12．5―12．3―12．4―11．8―11．1―11．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．3―19．5―32．2―44．6―57．7―1：11．2―1：23．9―1：36．4―1：48．7―2：01．1―2：12．9―2：24．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイプリルミスト 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Tapit デビュー 2016．7．23 福島5着

2014．1．27生 牝5芦 母 スターダムバウンド 母母 My White Corvette 17戦3勝 賞金 32，196，000円

25008 9月7日 晴 良 （1中山4） 第1日 第8競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走14時00分 （500万円以下） （ダート・右）
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

611� スズカユース 牝3栗 53
52 ☆菊沢 一樹永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 450＋ 21：10．7 14．9�

612 コウギョウブライト 牡4芦 57 M．デムーロ小林 秀樹氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム B458＋10 〃 クビ 2．4�
48 サトノユニゾン 	4鹿 57 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 496＋ 21：11．65 3．9�
11 アミュリオン 牡3栗 55 三浦 皇成吉澤 克己氏 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 454± 0 〃 アタマ 13．2�
12 コパノジョウオー 牝3栗 53 森 泰斗小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 6 〃 ハナ 16．5�

（船橋）

815 エンパイアシュアー 牡3鹿 55 丸田 恭介	ターフ・スポート和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 466－101：12．02
 94．0

23 �� ステラストラータ 	4鹿 57

55 △木幡 育也岡田 牧雄氏 大江原 哲 米
Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

460－391：12．1クビ 58．9�
24 シゲルジルコン 牝3栗 53 江田 照男森中 蕃氏 田中 剛 新ひだか グランド牧場 482－ 21：12．31� 25．7�
47 シゲルスピネル 牝3栗 53

50 ▲藤田菜七子森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム 450－ 21：12．4クビ 10．0
510 ア マ デ ウ ス 牡3黒鹿 55

52 ▲菅原 明良中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育
成牧場 452＋ 2 〃 クビ 7．0�

36 ナイツブリッジ 牡4黒鹿57 木幡 巧也村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 506＋ 21：12．5
 39．0�
714 シルヴァーメテオ 牡5芦 57 黛 弘人ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 470－ 61：12．6クビ 249．4�
713 カルダングリル 牝3栗 53

52 ☆武藤 雅吉田 千津氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 398－121：13．02
 112．0�
59 ジェイケイマッチョ 	4鹿 57

54 ▲山田 敬士小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 B490＋101：13．1 37．4�
35 ウエスタンカッター 牝3黒鹿 53

50 ▲大塚 海渡山本弥恵子氏 田中 剛 新ひだか ウエスタンファーム 430－ 6 〃 クビ 291．6�
816 タマスカイブルー 牡4青鹿57 石川裕紀人玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 B496－ 41：13．2
 161．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，939，900円 複勝： 58，233，800円 枠連： 24，606，200円
馬連： 87，902，200円 馬単： 40，162，000円 ワイド： 60，226，000円
3連複： 128，068，300円 3連単： 159，191，900円 計： 597，330，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 300円 � 110円 � 120円 枠 連（6－6） 2，230円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 5，740円

ワ イ ド �� 730円 �� 770円 �� 210円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 20，830円

票 数

単勝票数 計 389399 的中 � 20785（6番人気）
複勝票数 計 582338 的中 � 28627（6番人気）� 183808（1番人気）� 131930（2番人気）
枠連票数 計 246062 的中 （6－6） 8514（8番人気）
馬連票数 計 879022 的中 �� 31007（9番人気）
馬単票数 計 401620 的中 �� 5243（21番人気）
ワイド票数 計 602260 的中 �� 18521（8番人気）�� 17552（9番人気）�� 91485（1番人気）
3連複票数 計1280683 的中 ��� 44831（5番人気）
3連単票数 計1591919 的中 ��� 5539（49番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―11．2―12．0―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．0―34．2―46．2―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スズカユース �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 フ ジ キ セ キ （2戦0勝 賞金 0円）

2016．4．27生 牝3栗 母 ユメザンマイ 母母 ア コ ガ レ 6戦1勝 賞金 7，500，000円
地方デビュー 2018．5．23 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔3走成績による出走制限〕 カルダングリル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年11月7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。



25009 9月7日 晴 良 （1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，1勝クラス（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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

77 サクセッション 牡2芦 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 498＋ 21：34．6 1．7�
11 ヴェスターヴァルト 牡2鹿 54 M．デムーロ �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 460± 01：34．81� 5．2�
88 ミャゴラーレ 牡2鹿 54 田辺 裕信山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 杵臼牧場 502－ 61：34．9� 22．2�
55 シ コ ウ 牡2青鹿54 木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 460－ 21：35．11 11．6�
33 カップッチョ 牡2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 438－ 21：35．2� 44．6�
89 ス テ ラ ー タ 牝2栗 54 田中 勝春小菅 定雄氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 464－121：35．41	 122．2	
22 エヴァーガーデン 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 41：36．14 4．2

44 
 マッドシティ 牝2鹿 54 森 泰斗大越 徹朗氏 山中 尊徳 新ひだか 岡田 猛 430－121：36．31� 179．1�

（船橋） （船橋）

66 マイネルテナシャス 牡2青鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 41：36．51	 114．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 55，473，600円 複勝： 95，180，400円 枠連： 11，868，100円
馬連： 72，544，400円 馬単： 48，586，900円 ワイド： 42，619，500円
3連複： 86，966，300円 3連単： 229，515，100円 計： 642，754，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 260円 枠 連（1－7） 380円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 200円 �� 380円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 3，150円

票 数

単勝票数 計 554736 的中 � 272166（1番人気）
複勝票数 計 951804 的中 � 665033（1番人気）� 71127（3番人気）� 27559（5番人気）
枠連票数 計 118681 的中 （1－7） 24165（2番人気）
馬連票数 計 725444 的中 �� 141934（2番人気）
馬単票数 計 485869 的中 �� 69726（2番人気）
ワイド票数 計 426195 的中 �� 66348（2番人気）�� 26971（6番人気）�� 11756（10番人気）
3連複票数 計 869663 的中 ��� 49690（5番人気）
3連単票数 計2295151 的中 ��� 52681（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．5―36．0―48．4―1：00．7―1：12．2―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F33．9

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

勝馬の
紹 介

サクセッション �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Diktat デビュー 2019．6．16 東京1着

2017．3．14生 牡2芦 母 アディクティド 母母 Astica 2戦2勝 賞金 17，189，000円
〔制裁〕 マッドシティ号の騎手森泰斗は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

25010 9月7日 晴 良 （1中山4） 第1日 第10競走 ��
��1，600�

き さ ら づ

木 更 津 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．9．8以降1．9．1まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．5

良
良

11 ジョーアラビカ 牡5芦 55 横山 典弘上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 500－ 81：32．1 6．2�
810 トーセンリスト 牝3栗 51 菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 440＋18 〃 アタマ 24．8�
67 ナムラムツゴロー 牡4栗 54 松岡 正海奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 482－ 21：32．2� 10．5�
66 スイートセント 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 432－10 〃 クビ 2．1�
22 ショワドゥロワ 牡5黒鹿55 C．ルメール 村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 508－ 2 〃 ハナ 4．9	
79 モルフェオルフェ 牝4鹿 52 江田 照男並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 436＋ 21：32．41� 31．2

44 コスモヨハネ 牡7栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 488－ 4 〃 ハナ 20．0�
33 ボールドジャパン 牡8鹿 53 丸山 元気増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 武田 修一 522－ 21：32．5クビ 156．7�
78 ウィンターリリー 牝3芦 51 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 ヒダカフアーム 434－ 8 〃 同着 13．5
811 スズカアーチスト 牝4黒鹿52 黛 弘人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B464－10 〃 アタマ 24．0�
55 オーヴォドーロ 牝4黒鹿53 石橋 脩諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 468＋ 61：32．71� 11．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 54，076，700円 複勝： 65，627，400円 枠連： 25，825，900円
馬連： 127，596，600円 馬単： 55，349，100円 ワイド： 73，513，600円
3連複： 164，836，400円 3連単： 230，532，900円 計： 797，358，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 240円 � 650円 � 340円 枠 連（1－8） 3，730円

馬 連 �� 7，010円 馬 単 �� 11，080円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 900円 �� 3，010円

3 連 複 ��� 19，710円 3 連 単 ��� 118，280円

票 数

単勝票数 計 540767 的中 � 69398（3番人気）
複勝票数 計 656274 的中 � 79991（3番人気）� 23282（9番人気）� 51341（5番人気）
枠連票数 計 258259 的中 （1－8） 5364（14番人気）
馬連票数 計1275966 的中 �� 14101（28番人気）
馬単票数 計 553491 的中 �� 3744（41番人気）
ワイド票数 計 735136 的中 �� 8499（29番人気）�� 21850（11番人気）�� 6134（33番人気）
3連複票数 計1648364 的中 ��� 6272（67番人気）
3連単票数 計2305329 的中 ��� 1413（366番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．3―35．4―46．7―58．0―1：09．2―1：20．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．4―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

ジョーアラビカ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．10．29 京都3着

2014．4．23生 牡5芦 母 アクティブアクト 母母 アクティブレディー 28戦4勝 賞金 70，755，000円



25011 9月7日 晴 良 （1中山4） 第1日 第11競走 ��
��2，000�第4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 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

815 パッシングスルー 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：58．3 4．5�
46 フェアリーポルカ 牝3鹿 54 三浦 皇成山本 剛士氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 490＋16 〃 ハナ 12．5�
814 カレンブーケドール 牝3鹿 54 津村 明秀鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 464＋ 41：58．4� 2．8�
35 レッドベルディエス 牝3鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 458－ 21：58．61� 4．8�
34 フィリアプーラ 牝3鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：58．7	 29．5	
712 ローズテソーロ 牝3青鹿54 横山 典弘了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 448± 01：58．91� 47．1

11 エ ア ジ ー ン 牝3鹿 54 石橋 脩 �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 446＋ 8 〃 クビ 25．1�
22 クールウォーター 牝3鹿 54 野中悠太郎金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 424＋ 41：59．0� 35．2�
23 スパークオブライフ 牝3黒鹿54 藤田菜七子西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 400＋ 21：59．21� 85．7
58 グラディーヴァ 牝3鹿 54 M．デムーロ近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：59．3クビ 7．6�
713 アップライトスピン 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �キャロットファーム 池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 21：59．51� 11．1�
611
 メイクハッピー 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 和子氏 新開 幸一 米 Reddam

Racing, LLC 474－ 61：59．71� 56．3�
47 � トーセンガーネット 牝3鹿 54 武藤 雅島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 452＋ 31：59．8� 156．5�
610 レオンドーロ 牝3黒鹿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 470＋142：00．01� 83．9�
59 ウエスタンランポ 牝3鹿 54 菊沢 一樹西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 414＋ 62：00．95 487．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 168，285，400円 複勝： 237，836，300円 枠連： 84，696，700円
馬連： 441，890，000円 馬単： 172，085，000円 ワイド： 281，256，000円
3連複： 737，357，900円 3連単： 991，603，000円 計： 3，115，010，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 270円 � 140円 枠 連（4－8） 1，100円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 5，100円

ワ イ ド �� 840円 �� 300円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 18，020円

票 数

単勝票数 計1682854 的中 � 296748（2番人気）
複勝票数 計2378363 的中 � 432220（2番人気）� 171421（6番人気）� 506622（1番人気）
枠連票数 計 846967 的中 （4－8） 59154（5番人気）
馬連票数 計4418900 的中 �� 112610（11番人気）
馬単票数 計1720850 的中 �� 25269（20番人気）
ワイド票数 計2812560 的中 �� 79254（10番人気）�� 266654（1番人気）�� 118164（6番人気）
3連複票数 計7373579 的中 ��� 229911（5番人気）
3連単票数 計9916030 的中 ��� 39891（47番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．2―12．3―12．7―11．8―12．0―11．5―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．3―35．5―47．8―1：00．5―1：12．3―1：24．3―1：35．8―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―3F34．0
1
3
11，14（6，15）12（7，13）（4，10）1（8，9）（2，5）－3・（11，14）15（4，6，8）13（12，5）10（2，7，9）1，3

2
4

・（11，14）15，6（12，13，8）（4，7，10）（1，5，9）2，3・（11，14）15（4，6，8）（12，13，5）（2，10，1）（7，9，3）
勝馬の
紹 介

パッシングスルー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．10．13 東京1着

2016．3．21生 牝3鹿 母 マイティースルー 母母 スルーオール 5戦3勝 賞金 63，525，000円
〔制裁〕 トーセンガーネット号の騎手武藤雅は，1コーナー通過後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・8番・9番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりパッシングスルー号・フェアリーポルカ号・カレンブーケドール号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走でき
る。

25012 9月7日 晴 良 （1中山4） 第1日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
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

35 グラスボイジャー 牡3黒鹿55 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 532－ 81：11．2 5．1�
12 シルバーストーン 牡5芦 57 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 494－ 61：11．41� 16．4�
24 マノアフォールズ 牡3鹿 55 大野 拓弥吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B470＋ 21：12．03� 16．7�
611 ドゥモワゼル 牝5鹿 55

52 ▲菅原 明良小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 458－ 21：12．1� 37．9�
23 エ ナ グ リ ン 牡4栗 57

56 ☆野中悠太郎宮原 廣伸氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム B472－ 2 〃 アタマ 28．8�
47 � メープルリキュール 牝4栗 55 森 泰斗 �社台レースホース竹内 正洋 千歳 社台ファーム 444－ 21：12．2� 6．4	

（船橋）

713 ウ メ タ ロ ウ 牡4黒鹿57 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B484＋ 21：12．3クビ 44．1

11 アイムソーグレイト 牡3栗 55 三浦 皇成平井 裕氏 藤原 辰雄 浦河 岡部牧場 460＋ 2 〃 クビ 7．6�
816 タイドオブハピネス 牡3黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �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 452－121：12．83 66．4

612 マロンクルール 牝3栗 53
52 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 412－ 21：13．01	 307．3�
48 チェンマイルージュ 牝3鹿 53

52 ☆武藤 雅ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 452－ 41：13．1� 81．3�

59 バームブラック 牝3黒鹿53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム B434＋ 21：13．2� 83．5�

815 パ ン ド ラ 牝3鹿 53 内田 博幸 J．ウー氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 418＋ 21：13．3� 122．4�
36 ブルーミングブーケ 牝3鹿 53 柴田 大知 �コロンバスサークル 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 476± 01：13．4� 253．9�
510 ゴールドクロス 牡4鹿 57 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 482± 0 〃 クビ 1．9�
714 クリノベイクイーン 牝3鹿 53

50 ▲山田 敬士栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 大栄牧場 468＋ 21：13．61 438．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 70，103，200円 複勝： 89，791，500円 枠連： 39，089，400円
馬連： 162，481，000円 馬単： 77，415，300円 ワイド： 107，684，600円
3連複： 242，770，700円 3連単： 358，871，100円 計： 1，148，206，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 220円 � 370円 � 410円 枠 連（1－3） 1，630円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 6，620円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 1，330円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 13，660円 3 連 単 ��� 56，090円

票 数

単勝票数 計 701032 的中 � 109657（2番人気）
複勝票数 計 897915 的中 � 121100（2番人気）� 60556（5番人気）� 52763（6番人気）
枠連票数 計 390894 的中 （1－3） 18518（5番人気）
馬連票数 計1624810 的中 �� 31434（12番人気）
馬単票数 計 774153 的中 �� 8761（20番人気）
ワイド票数 計1076846 的中 �� 24996（12番人気）�� 20787（13番人気）�� 15389（20番人気）
3連複票数 計2427707 的中 ��� 13324（42番人気）
3連単票数 計3588711 的中 ��� 4638（158番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．6―12．0―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．3―46．3―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラスボイジャー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2018．11．17 東京9着

2016．4．11生 牡3黒鹿 母 グラスブロード 母母 Magic Broad 7戦2勝 賞金 14，500，000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中山4）第1日 9月7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 137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

232，830，000円
21，240，000円
1，410，000円
26，390，000円
55，588，000円
4，399，000円
1，315，200円

勝馬投票券売得金
614，356，600円
968，041，800円
229，700，200円
1，250，174，700円
619，749，500円
824，093，700円
1，822，703，400円
2，853，388，100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 9，182，208，000円

総入場人員 21，818名 （有料入場人員 19，513名）
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