
25013 9月8日 曇 良 （1中山4） 第2日 第1競走 ��1，200�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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

35 アポロセイラン 牡2鹿 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 450± 01：13．4 2．3�
22 プレジールドビブル 牡2鹿 54 木幡 初也東海林貴大氏 竹内 正洋 新ひだか 山際牧場 446＋ 81：13．82� 11．3�
59 ノンリミット 牝2鹿 54 北村 宏司髙橋 信博氏 高橋 義博 登別 登別上水牧場 468＋ 61：13．9� 20．6�
47 エコロウィング 牡2栗 54

51 ▲藤田菜七子原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 畠山牧場 442＋ 81：14．53� 27．9�
814 デルマモルガナイト 牝2栗 54 内田 博幸浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 新冠 オリエント牧場 434－ 81：14．82 5．4�
815 ディープシーブルー 牡2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか 信田牧場 408± 01：14．9クビ 257．2	
58 ユウヒノプリンス 牡2栗 54 岩部 純二坂田 行夫氏 加藤 和宏 日高 新井 昭二 464－ 21：15．0� 189．8

712 キリシマダイオウ 牡2栗 54 黛 弘人西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 464＋ 4 〃 クビ 119．9�
46 トルベジーノ 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 日高 荒井ファーム 420＋101：15．1クビ 37．7�
611 イズジョーボヌール 牝2黒鹿54 菅原 隆一泉 一郎氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 430＋ 21：15．31� 338．0
23 ス イ ヨ ウ ビ 牝2黒鹿 54

52 △木幡 育也副島 義久氏 高市 圭二 新ひだか 元道牧場 446＋ 2 〃 ハナ 5．6�
11 ショウゲキノノロシ 牡2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 418＋ 61：15．4� 167．3�
610 ジュンセイコー 牝2黒鹿 54

51 ▲菅原 明良河合 純二氏 高柳 瑞樹 浦河 山口 義彦 414± 01：15．72 68．5�
713 ユーアーマイソウル 牡2鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 478－ 41：16．44 7．2�
34 ガンバリマッセ 牡2鹿 54 木幡 巧也村田 哲朗氏 粕谷 昌央 平取 二風谷ファーム B488＋261：18．7大差 66．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，019，400円 複勝： 40，400，500円 枠連： 15，325，200円
馬連： 61，363，100円 馬単： 31，865，600円 ワイド： 45，046，400円
3連複： 92，012，600円 3連単： 118，410，700円 計： 437，443，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 210円 � 410円 枠 連（2－3） 380円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 440円 �� 810円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 5，380円 3 連 単 ��� 19，480円

票 数

単勝票数 計 330194 的中 � 119533（1番人気）
複勝票数 計 404005 的中 � 113942（1番人気）� 44213（4番人気）� 18168（6番人気）
枠連票数 計 153252 的中 （2－3） 30744（1番人気）
馬連票数 計 613631 的中 �� 50052（4番人気）
馬単票数 計 318656 的中 �� 18231（3番人気）
ワイド票数 計 450464 的中 �� 28660（4番人気）�� 14067（9番人気）�� 4691（25番人気）
3連複票数 計 920126 的中 ��� 12811（17番人気）
3連単票数 計1184107 的中 ��� 4406（61番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―12．0―13．1―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―35．0―48．1―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロセイラン �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．6．15 函館3着

2017．5．24生 牡2鹿 母 ウインドクラスト 母母 ウィンドサイレンス 4戦1勝 賞金 7，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガンバリマッセ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月8日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 ラインキャロット号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※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） 4頭 アルトゥーロ号・ジュニパーベリー号・ハヤブサセクーシー号・リュウノブルック号

25014 9月8日 曇 良 （1中山4） 第2日 第2競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走10時40分 （芝・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
1：59．6
1：59．6

良
良

55 ルトロヴァイユ 牝2鹿 54 吉田 豊古川 一弘氏 竹内 正洋 洞�湖 レイクヴィラファーム 456＋ 42：03．3 1．9�
88 グラスデスティーノ 牡2鹿 54 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 468± 02：03．72� 2．7�
11 アッカレッツァーレ 牡2鹿 54

53 ☆野中悠太郎山口 裕介氏 黒岩 陽一 新ひだか 千代田牧場 472＋ 62：04．55 8．1�
33 スキルショット 牡2鹿 54 丸田 恭介横田 恵子氏 加藤士津八 新ひだか 今 牧場 474－ 2 〃 クビ 40．1�
77 ロッソモラーレ 牡2芦 54

52 △木幡 育也 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 槇本牧場 442－ 42：04．71	 14．3�
22 フィジーマジック 牡2鹿 54

51 ▲山田 敬士 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 430＋ 22：04．91 41．2	
44 レーヌセレスティン 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 480－ 42：05．22 76．3

89 ファイナルアフェア 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 414＋ 22：05．62� 34．5�
66 サンモンテベロ 牝2黒鹿 54

51 ▲菅原 明良 �加藤ステーブル 中野 栄治 日高 賀張三浦牧場 442－ 82：06．02� 63．7
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売 得 金
単勝： 33，331，200円 複勝： 38，133，900円 枠連： 7，865，600円
馬連： 46，079，500円 馬単： 32，654，900円 ワイド： 31，176，100円
3連複： 64，632，500円 3連単： 147，948，500円 計： 401，822，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（5－8） 170円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 120円 �� 190円 �� 220円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 830円

票 数

単勝票数 計 333312 的中 � 147898（1番人気）
複勝票数 計 381339 的中 � 159135（1番人気）� 125239（2番人気）� 30935（3番人気）
枠連票数 計 78656 的中 （5－8） 33922（1番人気）
馬連票数 計 460795 的中 �� 183833（1番人気）
馬単票数 計 326549 的中 �� 70709（1番人気）
ワイド票数 計 311761 的中 �� 85352（1番人気）�� 34505（2番人気）�� 28369（3番人気）
3連複票数 計 646325 的中 ��� 145120（1番人気）
3連単票数 計1479485 的中 ��� 128008（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．5―13．2―13．7―11．9―12．1―11．7―11．3―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―38．2―51．4―1：05．1―1：17．0―1：29．1―1：40．8―1：52．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ルトロヴァイユ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．6．30 福島3着

2017．2．9生 牝2鹿 母 メジロシャレード 母母 メジロドーベル 2戦1勝 賞金 6，800，000円

第４回 中山競馬 第２日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



25015 9月8日 曇 良 （1中山4） 第2日 第3競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走11時10分 （ダート・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
1：52．7
1：50．9

良
不良

22 � イモータルスモーク 牡2鹿 54 M．デムーロ�レッドマジック金成 貴史 米
Edward A.
Seltzer & Bev-
erly Anderson

470 ―1：58．6 3．5�
813 ベストランナー 牡2鹿 54 北村 宏司ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488 ―1：59．13 22．4�
711 ハイエストエンド 牡2栗 54 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 502 ―2：00．710 25．9�
68 ヴァンダーファルケ 牡2栗 54 石橋 脩�長浜牧場 大和田 成 新冠 長浜牧場 474 ―2：00．9� 13．6�
56 ラインキャンドル 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 474 ―2：01．11	 30．0	
57 トーセンタイミング 牡2鹿 54 横山 和生島川 
哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 470 ―2：01．52
 68．3�
812 レベンディス 牡2栗 54 丸山 元気 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 日高 オリオンファーム 504 ― 〃 クビ 5．4�
45 リモテソーロ 牡2鹿 54 津村 明秀了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 新冠 つつみ牧場 502 ―2：01．71 68．9
44 フ ル ゴ リ ラ 牡2栗 54 田中 勝春�Basic 小野 次郎 新ひだか 小倉 光博 526 ―2：02．23 12．7�
33 ラ テ ー ル 牡2黒鹿54 木幡 初也島川 
哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 478 ―2：02．73 38．2�
11 ゴールドロード 牡2青鹿54 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 新ひだか 田原橋本牧場 442 ―2：02．91	 183．8�
69 キャンベルタウン 牡2栗 54 戸崎 圭太村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 470 ―2：03．53
 3．6�
710 ベルウッドヨウサン 牡2鹿 54 松岡 正海鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 市川フアーム 494 ― （競走中止） 8．8�
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売 得 金
単勝： 36，305，500円 複勝： 41，340，800円 枠連： 14，380，100円
馬連： 58，949，500円 馬単： 29，080，100円 ワイド： 41，422，400円
3連複： 84，133，300円 3連単： 105，238，400円 計： 410，850，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 540円 � 530円 枠 連（2－8） 690円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 6，870円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 1，480円 �� 4，220円

3 連 複 ��� 23，230円 3 連 単 ��� 97，940円

票 数

単勝票数 計 363055 的中 � 86830（1番人気）
複勝票数 計 413408 的中 � 84734（2番人気）� 16961（8番人気）� 17282（7番人気）
枠連票数 計 143801 的中 （2－8） 15947（3番人気）
馬連票数 計 589495 的中 �� 11435（16番人気）
馬単票数 計 290801 的中 �� 3171（30番人気）
ワイド票数 計 414224 的中 �� 6273（21番人気）�� 7318（18番人気）�� 2480（42番人気）
3連複票数 計 841333 的中 ��� 2716（73番人気）
3連単票数 計1052384 的中 ��� 779（304番人気）

ハロンタイム 12．9―12．3―14．9―14．4―12．9―12．1―13．0―13．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．2―40．1―54．5―1：07．4―1：19．5―1：32．5―1：45．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�イモータルスモーク �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Machiavellian 初出走

2017．4．29生 牡2鹿 母 Bellini Sunrise 母母 Harbour Club 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ベルウッドヨウサン号は，競走中に前進気勢を欠いたため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ハイエストエンド号の騎手田辺裕信は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・7番）
〔調教再審査〕 ベルウッドヨウサン号は，競走中に前進気勢を欠き，3コーナーで競走を中止したことについて平地調教再審査。

25016 9月8日 曇 良 （1中山4） 第2日 第4競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走11時40分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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

24 イチゴミルフィーユ 牝3鹿 53 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 浦河 林 孝輝 448± 01：11．1 5．4�
36 エリンアクトレス 牝3栗 53 三浦 皇成田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 大栄牧場 B480＋ 21：11．31� 12．0�
510 ヒカリトップメモリ 牝6鹿 55 津村 明秀�ヒカリクラブ 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 B476－ 4 〃 クビ 11．6�
48 メールデゾレ 牝3栗 53

52 ☆武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 462＋101：11．61� 3．1�
714� モンアムール 牝4黒鹿55 大野 拓弥平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 432＋ 61：11．7� 62．5�
23 ハニーディスタフ 牝3栗 53 戸崎 圭太 �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 B496＋ 61：11．8	 21．1	
611 スリーミネルバ 牝5黒鹿 55

53 △木幡 育也永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 444± 01：11．9� 432．2

59 ア ポ ロ ア ミ 牝4鹿 55 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 460＋ 61：12．21� 6．4�
12 アルミューテン 牝5栗 55 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 512＋ 8 〃 クビ 20．7�
816 アイアンゾーン 牝3芦 53 柴田 大知池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 450＋ 21：12．3クビ 51．6
612 フォークアート 牝3栗 53

52 ☆野中悠太郎林 正道氏 武井 亮 新ひだか 服部 牧場 448－ 21：12．4	 10．9�
47 クリノセゴビア 牝6黒鹿 55

52 ▲小林 凌大栗本 博晴氏 蛯名 利弘 様似 様似渡辺牧場 B442＋ 81：12．61� 385．8�
11 サイドストリート 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子山住 勲氏 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 484＋ 61：13．24 7．8�
815 マリノオークション 牝3黒鹿53 木幡 巧也矢野まり子氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 486＋ 41：13．94 41．5�
713 ジーガーローレンス 牝3鹿 53

50 ▲菅原 明良�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 B500＋ 41：14．0� 28．3�
35 オーロスターキス 牝4栗 55 杉原 誠人加藤 徹氏 小島 茂之 新ひだか 本桐牧場 474－121：14．1	 175．5�
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売 得 金
単勝： 43，114，200円 複勝： 65，115，000円 枠連： 23，263，800円
馬連： 83，229，500円 馬単： 37，020，400円 ワイド： 67，238，100円
3連複： 138，792，500円 3連単： 150，544，100円 計： 608，317，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 350円 � 290円 枠 連（2－3） 2，680円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 4，890円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 960円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 9，730円 3 連 単 ��� 42，050円

票 数

単勝票数 計 431142 的中 � 63631（2番人気）
複勝票数 計 651150 的中 � 91618（3番人気）� 43860（7番人気）� 55919（4番人気）
枠連票数 計 232638 的中 （2－3） 6724（13番人気）
馬連票数 計 832295 的中 �� 21013（11番人気）
馬単票数 計 370204 的中 �� 5672（18番人気）
ワイド票数 計 672381 的中 �� 16373（11番人気）�� 18218（10番人気）�� 10356（19番人気）
3連複票数 計1387925 的中 ��� 10691（28番人気）
3連単票数 計1505441 的中 ��� 2595（123番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．5―12．0―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．8―45．8―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イチゴミルフィーユ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．7．7 福島1着

2016．5．14生 牝3鹿 母 ホシノメガミ 母母 ダイアナスキー 10戦2勝 賞金 23，250，000円



25017 9月8日 曇 良 （1中山4） 第2日 第5競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走12時30分 （芝・右・外）
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

57 シャインガーネット 牝2栗 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 452 ―1：35．6 2．0�
46 シングンバズーカ 牡2黒鹿54 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 478 ― 〃 アタマ 25．9�
814 シ ベ ー ル 牝2鹿 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 440 ―1：35．81 4．1�
813 タイニーベイビー 牡2鹿 54 津村 明秀山口 裕介氏 松山 将樹 日高 藤本ファーム 428 ―1：36．22� 83．1�
69 カ ナ タ 牝2黒鹿54 吉田 豊由井健太郎氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 484 ― 〃 クビ 14．0�
11 フロイデンベルク 牝2黒鹿54 石橋 脩 	シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 528 ―1：36．41� 6．5

22 ポルトベーロ 牝2鹿 54 戸崎 圭太髙嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 450 ―1：36．5� 56．8�
34 セイウンハテンコウ 牡2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 武市 康男 浦河 ガーベラパー

クスタツド 510 ―1：36．6� 17．1�
712 ウィルビーハッピー 牡2鹿 54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 468 ― 〃 アタマ 17．3
711 ナンバーフォー 牝2栗 54 西田雄一郎稲垣 隆治氏 蛯名 利弘 新ひだか 木田牧場 446 ―1：36．91	 333．6�
58 イズジョールーラー 牡2黒鹿54 柴田 善臣泉 一郎氏 本間 忍 新ひだか 森 政巳 424 ―1：37．0	 254．3�
45 エスプロジオーネ 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 456 ―1：37．53 71．1�
610 マイネルポインター 牡2黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 博康 新ひだか 松本牧場 442 ―1：37．81� 44．4�
33 ビッグワンビリーブ 牡2鹿 54 丸田 恭介小林 章氏 蛯名 利弘 日高 宝寄山 拓樹 454 ―1：40．5大差 184．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 48，762，500円 複勝： 50，442，100円 枠連： 14，756，000円
馬連： 71，528，200円 馬単： 37，311，400円 ワイド： 51，750，800円
3連複： 100，521，500円 3連単： 134，149，100円 計： 509，221，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 340円 � 140円 枠 連（4－5） 1，630円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 770円 �� 210円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 11，930円

票 数

単勝票数 計 487625 的中 � 199053（1番人気）
複勝票数 計 504421 的中 � 161439（1番人気）� 22687（7番人気）� 92138（2番人気）
枠連票数 計 147560 的中 （4－5） 7008（8番人気）
馬連票数 計 715282 的中 �� 26643（8番人気）
馬単票数 計 373114 的中 �� 9479（9番人気）
ワイド票数 計 517508 的中 �� 15425（10番人気）�� 78246（1番人気）�� 9634（15番人気）
3連複票数 計1005215 的中 ��� 31559（7番人気）
3連単票数 計1341491 的中 ��� 8150（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．8―35．1―47．6―1：00．4―1：12．6―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シャインガーネット �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Gone West 初出走

2017．4．27生 牝2栗 母 ベルベットローブ 母母 Verbasle 1戦1勝 賞金 7，000，000円

25018 9月8日 曇 良 （1中山4） 第2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

68 アルマスティング �3栗 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 小島牧場 484－ 61：53．4 20．5�
812 マックスアン 牡3栗 54 田辺 裕信 TURFレーシング 大和田 成 新冠 村上 欽哉 460± 0 〃 クビ 1．7�
67 マ ン ナ ム 牡4鹿 57 松山 弘平永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B490－ 21：53．71� 6．0�
55 � デ ス ト ロ イ 牡5栗 57

54 ▲菅原 明良諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B498－ 41：54．44 86．3�
811 クライベイビー 牝5栗 55

54 ☆菊沢 一樹�G1レーシング 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472－ 4 〃 アタマ 53．3�

79 シュバルツバルト �3青鹿54 石橋 脩村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム B474－181：55．35 15．3	
710 ロゼフェニックス 牡4黒鹿57 北村 宏司髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 426＋ 61：55．62 10．9

56 � フッカツノノロシ 牡6黒鹿 57

54 ▲山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 504＋ 21：55．91� 124．2�
33 � ベルウッドヘルタ 牡4鹿 57 吉田 豊鈴木 照雄氏 高橋 文雅 浦河 中脇 満 510＋101：56．0	 100．5�
22 オイシイナア 牝3鹿 52

49 ▲藤田菜七子小田切有一氏 本間 忍 新冠 中地 康弘 452－101：56．21
 7．7
11 アララトテソーロ 牡3栗 54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 浦河 笹島 政信 472＋ 81：56．83	 8．0�
44 ロンギングファロー �4栗 57 横山 和生坂本 浩一氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 458－ 61：57．33 92．9�
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売 得 金
単勝： 37，989，000円 複勝： 72，887，100円 枠連： 16，656，700円
馬連： 72，199，200円 馬単： 40，387，000円 ワイド： 51，143，600円
3連複： 98，738，700円 3連単： 155，889，700円 計： 545，891，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 250円 � 110円 � 160円 枠 連（6－8） 340円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 450円 �� 990円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 20，730円

票 数

単勝票数 計 379890 的中 � 14823（7番人気）
複勝票数 計 728871 的中 � 33179（6番人気）� 409409（1番人気）� 69045（2番人気）
枠連票数 計 166567 的中 （6－8） 37565（1番人気）
馬連票数 計 721992 的中 �� 44283（5番人気）
馬単票数 計 403870 的中 �� 7053（12番人気）
ワイド票数 計 511436 的中 �� 27801（5番人気）�� 11468（13番人気）�� 66671（1番人気）
3連複票数 計 987387 的中 ��� 40277（7番人気）
3連単票数 計1558897 的中 ��� 5451（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．8―49．6―1：02．1―1：14．8―1：27．3―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アルマスティング �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 With Approval デビュー 2018．12．22 中山1着

2016．4．5生 �3栗 母 キャメロンガール 母母 Above the Salt 6戦2勝 賞金 14，500，000円



25019 9月8日 曇 良 （1中山4） 第2日 第7競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時30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
1：06．7
1：06．5

良
良

816 ア ゴ ベ イ 牝3鹿 53 M．デムーロゴドルフィン 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 436－ 41：07．2 3．6�

11 カステヘルミ 牝3黒鹿53 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 422＋ 8 〃 クビ 8．8�
48 タイドオーバー 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 秋場牧場 444＋ 61：07．41� 7．1�
713 コールザチューン 牝3鹿 53 横山 典弘 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 486＋ 81：07．5� 8．9�
510 レッドルチア 牝5黒鹿55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 416± 01：07．6� 16．8	
612 スティルネス 牝3鹿 53 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 424＋ 61：07．81� 4．0

12 ミヤコローズ 牝3鹿 53

52 ☆野中悠太郎吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞	湖 レイクヴィラファーム 422＋ 8 〃 アタマ 14．9�
47 マルターズルーメン 牝4栗 55 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 430＋ 2 〃 アタマ 70．9�
815
 ココリモアナ 牝4鹿 55 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 456＋ 2 〃 クビ 43．3
24 エレナレジーナ 牝3鹿 53

52 ☆武藤 雅広尾レース� 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 414－ 2 〃 ハナ 14．5�
23 ヴァルドワーズ 牝3栗 53 丸山 元気 �シルクレーシング 和田正一郎 洞	湖 レイクヴィラファーム 458＋141：07．9クビ 29．1�
35 シェヴェルニー 牝6黒鹿55 松岡 正海�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 436－ 2 〃 ハナ 144．7�
611 リュウグウヒメ 牝3鹿 53

50 ▲藤田菜七子深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 432－ 2 〃 クビ 11．2�
36 
 マ リ ー ツ ァ 牝4鹿 55 木幡 巧也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 松田牧場 468± 01：08．21� 289．7�
714
 ラブリーアゲン 牝4黒鹿55 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 様似 富田 恭司 450＋121：08．52 424．1�
59 
 ソルオリーヴァ 牡5栗 57

55 △木幡 育也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか マークリ牧場 480－ 61：09．35 404．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，630，800円 複勝： 75，653，500円 枠連： 26，660，300円
馬連： 109，146，200円 馬単： 43，656，400円 ワイド： 79，980，400円
3連複： 157，468，600円 3連単： 185，085，900円 計： 728，282，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 250円 � 190円 枠 連（1－8） 1，120円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 770円 �� 520円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 18，970円

票 数

単勝票数 計 506308 的中 � 109801（1番人気）
複勝票数 計 756535 的中 � 135290（2番人気）� 70197（4番人気）� 100909（3番人気）
枠連票数 計 266603 的中 （1－8） 18361（4番人気）
馬連票数 計1091462 的中 �� 41373（5番人気）
馬単票数 計 436564 的中 �� 9693（8番人気）
ワイド票数 計 799804 的中 �� 26326（5番人気）�� 41209（3番人気）�� 18436（15番人気）
3連複票数 計1574686 的中 ��� 29535（8番人気）
3連単票数 計1850859 的中 ��� 7071（35番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．7―11．0―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．1―44．1―55．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F34．1
3 ・（1，11，16）－（13，14）（9，12）10（4，8）15（2，7）－5，6－3 4 1（11，16）－（13，14，10）12（9，8）（4，15）（2，7）（6，5）3

勝馬の
紹 介

ア ゴ ベ イ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．11．3 東京1着

2016．4．2生 牝3鹿 母 コージーベイ 母母 Composure 8戦2勝 賞金 24，143，000円
〔発走状況〕 レッドルチア号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し，前扉が破損したため外枠から発走。発走時刻2分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 レッドルチア号は，令和元年9月9日から令和元年9月29日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※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 キタイ号

25020 9月8日 曇 良 （1中山4） 第2日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走14時00分 （500万円以下） （芝・右）
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

66 ブランクエンド 牡3鹿 54 田辺 裕信諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468－ 61：47．1 2．7�
22 カナロアガール 牝3鹿 52 北村 宏司広尾レース� 田村 康仁 平取 清水牧場 460± 01：47．42 8．8�
44 ナックゼウス 牡3栗 54 戸崎 圭太小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 474－ 4 〃 ハナ 5．8�
33 アピールバイオ 牝5鹿 55 木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 456－ 21：47．5� 55．4�
77 プロトスター 	4栗 57 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 472± 01：47．71� 18．4	
55 マイネルミュトス 牡3青 54

53 ☆野中悠太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 6 〃 アタマ 2．9


810 ア ル マ マ 牡3芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 446＋ 81：47．8� 5．8�
78 シャイニードライヴ 	5鹿 57

54 ▲菅原 明良小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 B444＋ 81：48．01 116．7�
11 ジャスパーゲラン 牡4栗 57

54 ▲山田 敬士 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 的場 均 日高 碧雲牧場 488－ 81：48．42� 187．3

89 サクラトスカーナ 牝3鹿 52
51 ☆武藤 雅�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 450－121：48．61
 68．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 41，372，000円 複勝： 48，768，900円 枠連： 12，966，800円
馬連： 74，749，500円 馬単： 40，342，900円 ワイド： 48，888，000円
3連複： 98，842，500円 3連単： 178，385，300円 計： 544，315，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 210円 � 190円 枠 連（2－6） 1，270円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 460円 �� 340円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 7，940円

票 数

単勝票数 計 413720 的中 � 118714（1番人気）
複勝票数 計 487689 的中 � 124086（1番人気）� 51592（5番人気）� 58926（4番人気）
枠連票数 計 129668 的中 （2－6） 7864（6番人気）
馬連票数 計 747495 的中 �� 47830（6番人気）
馬単票数 計 403429 的中 �� 16297（8番人気）
ワイド票数 計 488880 的中 �� 26866（6番人気）�� 39861（3番人気）�� 14782（12番人気）
3連複票数 計 988425 的中 ��� 38952（6番人気）
3連単票数 計1783853 的中 ��� 16281（25番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―11．9―12．5―12．1―11．9―11．4―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―36．6―49．1―1：01．2―1：13．1―1：24．5―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．9―3F34．0
1
3
4，6，10（3，8）5（2，9）7，1
4，6，10（3，8，5）（2，7，9）－1

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

勝馬の
紹 介

ブランクエンド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．9．8 中山2着

2016．2．23生 牡3鹿 母 ブルーミンバー 母母 タヤスブルーム 8戦2勝 賞金 26，512，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 カナロアガール号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



25021 9月8日 曇 良 （1中山4） 第2日 第9競走 ��
��2，000�

な ら し の

習 志 野 特 別
発走14時35分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

55 サトノエルドール 牡3鹿 54 田辺 裕信 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 462－ 21：59．6 1．5�
77 ダイワギャバン 牡4鹿 57 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 476＋ 4 〃 クビ 12．7�
33 キューンハイト 牝5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 430± 02：00．02� 45．6�
88 トゥーフラッシー 牝3鹿 52 戸崎 圭太西森 功氏 高市 圭二 新ひだか グローリーファーム 462＋ 2 〃 アタマ 8．0�
89 マ ス ラ オ 	5栗 57 M．デムーロ �Gリビエール・レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 B430－122：00．21
 20．0�
22 ロードプレミアム 牡6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 502－ 22：00．3� 17．4	
44 シャインアロー 	7栗 57 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 460－ 22：00．51� 95．3

11 フレスコパスト 牝5鹿 55 黛 弘人岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 424－ 82：00．81� 275．7�
66 オスカールビー 牝4鹿 55 松岡 正海森 保彦氏 矢作 芳人 日高 チャンピオン

ズファーム 502－ 42：07．6大差 4．1�
（9頭）

売 得 金
単勝： 45，432，000円 複勝： 138，722，100円 枠連： 15，687，700円
馬連： 84，183，500円 馬単： 57，633，700円 ワイド： 51，551，900円
3連複： 107，649，500円 3連単： 291，800，800円 計： 792，661，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 220円 � 380円 枠 連（5－7） 810円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 350円 �� 650円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 4，720円 3 連 単 ��� 11，310円

票 数

単勝票数 計 454320 的中 � 240907（1番人気）
複勝票数 計1387221 的中 � 1062394（1番人気）� 47605（6番人気）� 22136（7番人気）
枠連票数 計 156877 的中 （5－7） 14881（4番人気）
馬連票数 計 841835 的中 �� 82765（4番人気）
馬単票数 計 576337 的中 �� 47050（5番人気）
ワイド票数 計 515519 的中 �� 42239（4番人気）�� 20010（9番人気）�� 4363（22番人気）
3連複票数 計1076495 的中 ��� 17072（14番人気）
3連単票数 計2918008 的中 ��� 18693（38番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．3―11．9―12．2―12．4―12．1―11．4―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．6―36．9―48．8―1：01．0―1：13．4―1：25．5―1：36．9―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノエルドール 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Fasliyev デビュー 2018．8．25 新潟3着

2016．4．21生 牡3鹿 母 ミゼリコルデ 母母 Match Point 10戦3勝 賞金 44，713，000円
〔その他〕 オスカールビー号は，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。

25022 9月8日 晴 良 （1中山4） 第2日 第10競走 ��
��1，200�

そとぼう

外房ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

48 レッドアネラ 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 496＋ 41：09．8 5．0�
12 メイショウミライ 牡4栗 57 田辺 裕信松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 492＋ 41：09．9� 6．8�
24 ヤマニンレジスタ 牡4栗 57 松山 弘平土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 504－ 41：10．0	 22．2�
713 タ ガ ノ ア ム 牝4鹿 55 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 21：10．21 12．3�
59 メイショウサチシオ 牝5黒鹿55 横山 典弘松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 502－ 6 〃 クビ 6．2�
714 ノーフィアー 牡5栗 57 内田 博幸平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 494－ 41：10．3� 7．5	
815 ヴ ォ ー ガ 牡5栗 57 田中 勝春一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 B456＋121：10．62 10．5

23 ゲ キ リ ン 牡5栗 57 津村 明秀市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 472－ 41：10．91� 95．3�
611 ディープミタカ 牡8栗 57 石橋 脩深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 464± 01：11．0� 184．8�
612 オルトグラフ 牝3黒鹿53 北村 宏司ゴドルフィン 池上 昌和 愛 Godolphin 498－ 21：11．1� 6．0
35 エターナルフレイム 
5栗 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 528＋ 21：11．2	 11．3�
47 ビービーサレンダー 牡6鹿 57 武藤 雅�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 496＋ 21：11．3クビ 38．8�
510 ブラックランナー 牡5鹿 57 三浦 皇成 �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 466± 0 〃 クビ 19．4�
11 スピーディクール 
5栗 57 丸田 恭介ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 464－28 〃 ハナ 63．0�
36 セパヌイール 牝4栗 55 松岡 正海レキップモンターニュ 吉村 圭司 新ひだか 藤巻 則弘 460－ 21：12．04 51．8�
816 テ ン ク ウ 牡4黒鹿57 横山 和生井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 456－ 41：12．2	 104．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，746，700円 複勝： 95，129，500円 枠連： 40，423，500円
馬連： 194，195，800円 馬単： 69，203，000円 ワイド： 118，365，300円
3連複： 300，585，200円 3連単： 329，851，200円 計： 1，209，500，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 270円 � 640円 枠 連（1－4） 1，560円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 710円 �� 3，690円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 22，040円 3 連 単 ��� 94，630円

票 数

単勝票数 計 617467 的中 � 97647（1番人気）
複勝票数 計 951295 的中 � 142275（1番人気）� 92917（5番人気）� 32330（10番人気）
枠連票数 計 404235 的中 （1－4） 19966（7番人気）
馬連票数 計1941958 的中 �� 73388（5番人気）
馬単票数 計 692030 的中 �� 12980（10番人気）
ワイド票数 計1183653 的中 �� 45697（4番人気）�� 7998（47番人気）�� 10469（40番人気）
3連複票数 計3005852 的中 ��� 10227（82番人気）
3連単票数 計3298512 的中 ��� 2527（349番人気）

ハロンタイム 11．6―10．5―11．1―11．6―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．1―33．2―44．8―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドアネラ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2018．4．29 東京2着

2015．3．3生 牝4鹿 母 ウォンビーロング 母母 タイフウジョオー 11戦4勝 賞金 58，207，000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） 3頭 アンティノウス号・リュウノユキナ号・レッドラウダ号

１レース目 ３レース目



25023 9月8日 晴 良 （1中山4） 第2日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第64回京成杯オータムハンデキャップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，30．9．8以降1．9．1まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

京成電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．5

良
良

510 トロワゼトワル 牝4鹿 52 横山 典弘 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 462－ 41：30．3レコード 7．2�
611 ディメンシオン 牝5鹿 53 北村 宏司広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 454－ 81：30．93� 9．4�
12 � ジャンダルム 牡4黒鹿55 藤井勘一郎前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills

Co. Limited 500－ 6 〃 クビ 28．2�
23 カルヴァリオ 	6鹿 53 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 478－ 41：31．0� 276．2�
11 プロディガルサン 牡6鹿 55 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 510－ 4 〃 アタマ 6．8	
35 ストーミーシー 牡6栗 56 大野 拓弥�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 536－ 21：31．1� 19．6

24 クリノガウディー 牡3栗 54 戸崎 圭太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 480± 01：31．2� 4．5�
47 ロードクエスト 牡6鹿 57 M．デムーロ �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 460－ 21：31．3クビ 9．7�
36 ヒーズインラブ 牡6鹿 56 内田 博幸 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 528＋ 2 〃 クビ 101．5
714 レインボーフラッグ 牡6鹿 54 丸山 元気 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 452－ 81：31．4クビ 133．5�
59 グルーヴィット 牡3鹿 55 松山 弘平 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：31．5� 4．0�
816 キャプテンペリー 	6栗 54 津村 明秀千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 490－ 61：31．6� 108．0�
713 プールヴィル 牝3鹿 52 秋山真一郎吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 416＋ 4 〃 クビ 9．8�
48 フローレスマジック 牝5鹿 53 石橋 脩 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472－ 61：31．7クビ 27．1�
612 ヤングマンパワー 牡7黒鹿55 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 534－ 41：32．55 290．0�
815 ハーレムライン 牝4鹿 53 木幡 巧也吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 472－ 8 〃 アタマ 30．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 183，873，600円 複勝： 259，828，300円 枠連： 125，600，800円 馬連： 674，011，400円 馬単： 240，880，300円
ワイド： 361，075，000円 3連複： 1，149，325，500円 3連単： 1，516，025，000円 5重勝： 540，664，800円 計： 5，051，284，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 260円 � 310円 � 680円 枠 連（5－6） 1，200円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 5，760円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 4，160円 �� 4，710円

3 連 複 ��� 39，070円 3 連 単 ��� 180，560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����� 850，480円

票 数

単勝票数 計1838736 的中 � 203683（4番人気）
複勝票数 計2598283 的中 � 285300（4番人気）� 225126（5番人気）� 88082（10番人気）
枠連票数 計1256008 的中 （5－6） 80774（4番人気）
馬連票数 計6740114 的中 �� 161695（14番人気）
馬単票数 計2408803 的中 �� 31327（24番人気）
ワイド票数 計3610750 的中 �� 78094（15番人気）�� 22085（45番人気）�� 19462（47番人気）
3連複票数 計11493255 的中 ��� 22062（120番人気）
3連単票数 計15160250 的中 ��� 6087（590番人気）
5重勝票数 計5406648 的中 ����� 445

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．9―33．3―44．2―55．4―1：06．8―1：18．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

トロワゼトワル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2017．7．2 中京1着

2015．2．28生 牝4鹿 母 セコンドピアット 母母 エービーヌードル 14戦5勝 賞金 121，187，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 トウショウドラフタ号

25024 9月8日 晴 良 （1中山4） 第2日 第12競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走16時25分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

34 リフトトゥヘヴン 牡5鹿 57 戸崎 圭太丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 488＋ 21：53．4 3．2�
814 サクラアリュール 牡4栗 57 北村 宏司�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 B464＋ 61：53．5� 3．7�
11 ドゥラリュール 	6栗 57 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 470＋101：53．81� 13．0�
713 カ ナ シ バ リ 牝3鹿 52 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 500－ 21：54．12 5．8�
712 ブリーズスズカ 牡6青鹿 57

54 ▲藤田菜七子永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 468＋ 21：54．3� 76．4�

35 カ ム カ ム 牡5鹿 57 岡田 祥嗣共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 472－ 81：54．4� 40．9	
59 グレンマクナス 牡5鹿 57 石橋 脩 
社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム B524－ 41：54．5
 8．8�
58 シ ゲ ノ ブ 牡4黒鹿57 田辺 裕信玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 B504－ 61：54．92
 7．4�
22 ベバスカーン 牡6鹿 57 武士沢友治千明牧場 勢司 和浩 浦河 田中スタッド 548－121：55．0
 73．8
815 ハ シ カ ミ 牡6青鹿 57

54 ▲山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 486－101：55．21 177．1�
611 クリノヴィクトリア 牝5栗 55

53 △木幡 育也栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 452± 01：55．3
 271．1�
610� プライムコード 牡5栗 57 丸山 元気
ターフ・スポート小西 一男 新冠 村田牧場 488± 0 〃 クビ 84．7�
47 トミケンボハテル 牡5芦 57

54 ▲菅原 明良冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム B486－ 61：55．83 11．8�
23 インテグリティー 牡6鹿 57 松山 弘平前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 472－ 21：56．22
 217．6�
46 アスターストーリー 牝5鹿 55

54 ☆野中悠太郎加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 452－ 81：56．83
 69．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 109，218，400円 複勝： 131，692，800円 枠連： 58，548，700円
馬連： 250，481，800円 馬単： 102，789，100円 ワイド： 162，328，800円
3連複： 372，856，000円 3連単： 510，462，100円 計： 1，698，377，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 150円 � 280円 枠 連（3－8） 700円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 340円 �� 660円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 7，710円

票 数

単勝票数 計1092184 的中 � 269684（1番人気）
複勝票数 計1316928 的中 � 279111（1番人気）� 244877（2番人気）� 89909（7番人気）
枠連票数 計 585487 的中 （3－8） 64608（2番人気）
馬連票数 計2504818 的中 �� 212210（2番人気）
馬単票数 計1027891 的中 �� 54511（1番人気）
ワイド票数 計1623288 的中 �� 129814（1番人気）�� 59689（9番人気）�� 66586（7番人気）
3連複票数 計3728560 的中 ��� 108506（5番人気）
3連単票数 計5104621 的中 ��� 47996（5番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―13．0―13．2―12．9―12．4―12．2―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．3―50．5―1：03．4―1：15．8―1：28．0―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．6
1
3
・（6，9）（4，8）（1，7）11－（10，12）－14－2，13－（3，5）15・（6，9，4）（1，8）（10，7，11）14，12（13，2）－5－3，15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リフトトゥヘヴン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．4．23 東京2着

2014．3．27生 牡5鹿 母 ヌーベルバーグ 母母 マジックコード 16戦3勝 賞金 44，550，000円
※サクラアリュール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

５レース目



（1中山4）第2日 9月8日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

261，720，000円
5，130，000円
24，270，000円
1，600，000円
30，780，000円
68，078，500円
4，458，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
724，795，300円
1，058，114，500円
372，135，200円
1，780，117，200円
762，824，800円
1，109，966，800円
2，765，558，400円
3，823，790，800円
540，664，800円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 12，937，967，800円

総入場人員 20，867名 （有料入場人員 18，362名）
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