
25073 9月22日 晴 良 （1中山4） 第7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

612 エスニックソング 牝2黒鹿54 田中 勝春ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472± 01：12．5 4．1�

714 ペルシャンジュエル 牝2鹿 54
51 ▲藤田菜七子深澤 朝房氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 434－ 21：12．92� 58．0�

510 カ ナ ラ イ ズ 牡2黒鹿54 大野 拓弥水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 456＋ 21：13．43 6．6�
59 トーアリュウジン �2栗 54 柴田 善臣高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 472＋ 6 〃 ハナ 5．7�
48 セイエスコート 牡2鹿 54

53 ☆横山 武史金田 成基氏 菊川 正達 日高 若林 順一 460＋ 41：13．61� 13．4�
713 クワトロチェント 牡2栗 54 石橋 脩 	サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：13．8� 4．0

36 トマティーナ 牡2鹿 54 菅原 隆一	ミルファーム 石毛 善彦 浦河 村下 明博 420＋121：14．01� 80．2�
12 ヨシノパナギア 牝2青鹿54 丹内 祐次清水 義德氏 宗像 義忠 新ひだか 木田牧場 486＋101：14．31� 7．8�
24 シバノレイワ 牡2黒鹿 54

52 △木幡 育也柴 一男氏 萱野 浩二 新冠 中央牧場 458± 01：14．62 29．3
23 エコロアーサー 牡2栗 54

51 ▲菅原 明良原村 正紀氏 武市 康男 新ひだか 坂本牧場 454± 01：14．7� 20．9�
611 アルディビート 牡2栗 54 横山 和生坂田 行夫氏 土田 稔 新ひだか 原 弘之 470＋ 81：14．8クビ 92．9�
816 オウサマプリン 牡2黒鹿54 木幡 巧也田頭 勇貴氏 的場 均 浦河 南部 功 478－ 21：14．9� 95．4�
35 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 470＋ 6 〃 ハナ 40．8�
815 バトルモモタロー 牡2黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 藤沢牧場 412－ 6 〃 アタマ 101．8�
11 シュガートウショウ 牝2芦 54

51 ▲小林 凌大トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか 三石川上牧場 406－ 21：15．21� 206．4�
47 ニ ジ ノ ハ シ 牡2鹿 54 嶋田 純次	ミルファーム 石栗 龍彦 むかわ 真壁 信一 432＋ 4 〃 クビ 375．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，477，700円 複勝： 49，388，900円 枠連： 17，278，100円
馬連： 74，106，600円 馬単： 32，257，200円 ワイド： 50，883，000円
3連複： 106，147，300円 3連単： 118，054，900円 計： 483，593，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 1，410円 � 250円 枠 連（6－7） 870円

馬 連 �� 18，390円 馬 単 �� 30，620円

ワ イ ド �� 5，300円 �� 840円 �� 6，330円

3 連 複 ��� 37，250円 3 連 単 ��� 271，710円

票 数

単勝票数 計 354777 的中 � 71723（2番人気）
複勝票数 計 493889 的中 � 79485（3番人気）� 7098（11番人気）� 53086（5番人気）
枠連票数 計 172781 的中 （6－7） 15334（3番人気）
馬連票数 計 741066 的中 �� 3122（39番人気）
馬単票数 計 322572 的中 �� 790（72番人気）
ワイド票数 計 508830 的中 �� 2413（45番人気）�� 16326（10番人気）�� 2016（48番人気）
3連複票数 計1061473 的中 ��� 2137（92番人気）
3連単票数 計1180549 的中 ��� 315（605番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．9―12．4―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．6―47．0―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エスニックソング �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．8．31 新潟5着

2017．4．24生 牝2黒鹿 母 アースソング 母母 ワールドミュージック 2戦1勝 賞金 5，700，000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） 1頭 ハディア号
（非抽選馬） 2頭 ジュンセイコー号・トーセンポエム号

25074 9月22日 晴 良 （1中山4） 第7日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時40分 （芝・右・外）

牝；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

57 シュルルヴァン 牝2青鹿54 大野 拓弥街風 �雄氏 高木 登 安平 追分ファーム 454＋ 21：09．0 2．6�
69 テンジュイン 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 新井 昭二 412＋ 21：09．1� 15．0�
33 ユ ニ テ ィ コ 牝2鹿 54 柴田 大知鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 浦河 バンブー牧場 458＋ 2 〃 ハナ 5．7�
56 セ ル レ ア 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹�パニオロ 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 456－ 4 〃 ハナ 7．2	
22 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 428－ 21：09．31� 3．8

44 ファビュラスライン 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅 �グリーンファーム黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 430＋ 61：09．4� 43．5�
68 エクメディクイーン 牝2栗 54 内田 博幸橋本慎太郎氏 深山 雅史 平取 川向高橋育

成牧場 394＋ 21：09．71� 31．1�
710 アースレイナ 牝2鹿 54 横山 和生松山 増男氏 清水 英克 新ひだか チャンピオンズファーム 410－ 4 〃 クビ 52．8
711 アンビルクローラー 牝2鹿 54 石橋 脩 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 436－ 21：10．12� 13．0�
11 トウキョウガール 牝2鹿 54

51 ▲菅原 明良田頭 勇貴氏 萱野 浩二 浦河 村中牧場 422＋ 21：10．41� 198．0�
813 プリティーハート 牝2栗 54

53 ☆野中悠太郎堀口 晴男氏 本間 忍 日高 日西牧場 406＋ 41：10．72 262．1�
812 マインヒロイン 牝2栗 54 宮崎 北斗峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 荒谷 輝和 432± 0 〃 クビ 455．7�
45 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 406＋ 61：11．87 252．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 36，248，200円 複勝： 43，906，400円 枠連： 15，633，800円
馬連： 67，173，600円 馬単： 31，912，300円 ワイド： 48，615，500円
3連複： 94，001，000円 3連単： 118，412，300円 計： 455，903，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 260円 � 190円 枠 連（5－6） 630円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 530円 �� 360円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 11，480円

票 数

単勝票数 計 362482 的中 � 115937（1番人気）
複勝票数 計 439064 的中 � 101303（1番人気）� 35363（6番人気）� 55402（4番人気）
枠連票数 計 156338 的中 （5－6） 19113（3番人気）
馬連票数 計 671736 的中 �� 34217（7番人気）
馬単票数 計 319123 的中 �� 10824（9番人気）
ワイド票数 計 486155 的中 �� 23225（7番人気）�� 36816（3番人気）�� 12972（11番人気）
3連複票数 計 940010 的中 ��� 29143（7番人気）
3連単票数 計1184123 的中 ��� 7478（38番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．1―11．4―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．5―44．9―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュルルヴァン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．6．16 東京8着

2017．3．25生 牝2青鹿 母 スヴァラッシー 母母 ベユーズラッシー 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ラファームソルティ号の騎手丸田恭介は，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：11番）

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７日



25075 9月22日 晴 良 （1中山4） 第7日 第3競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走11時10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
1：46．4
1：45．6

良
良

55 レインカルナティオ 牡2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 480± 01：50．5 2．7�
810 リ ス ペ ク ト 牡2鹿 54 池添 謙一石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 446－ 21：50．6� 68．8�
77 リメインオブザデイ 牝2青鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 396＋ 2 〃 アタマ 37．7�
33 ステラドーロ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 448± 01：50．7� 4．7�
11 スパニッシュアート 牝2黒鹿 54

51 ▲菅原 明良�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 412－ 61：50．91� 25．2	
22 ジチュダケテソーロ 牡2鹿 54

53 ☆野中悠太郎了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 天羽 禮治 492－ 2 〃 クビ 40．9


66 コスモタイシ 牡2栗 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 452－ 2 〃 ハナ 7．0�
89 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± 0 〃 アタマ 2．7�
78 トーセンシュバリエ 牡2黒鹿54 三浦 皇成島川 哉氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 436－ 61：51．0クビ 49．0�
44 スキニチーノ 牝2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 462－ 41：51．53 284．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，616，000円 複勝： 42，827，800円 枠連： 11，325，500円
馬連： 65，950，800円 馬単： 37，958，900円 ワイド： 44，944，100円
3連複： 86，547，100円 3連単： 150，059，400円 計： 482，229，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 1，060円 � 700円 枠 連（5－8） 340円

馬 連 �� 6，900円 馬 単 �� 9，170円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 1，220円 �� 9，910円

3 連 複 ��� 37，340円 3 連 単 ��� 145，630円

票 数

単勝票数 計 426160 的中 � 127319（1番人気）
複勝票数 計 428278 的中 � 100603（2番人気）� 8252（9番人気）� 13106（8番人気）
枠連票数 計 113255 的中 （5－8） 25787（1番人気）
馬連票数 計 659508 的中 �� 7400（17番人気）
馬単票数 計 379589 的中 �� 3104（25番人気）
ワイド票数 計 449441 的中 �� 4950（23番人気）�� 9750（11番人気）�� 1139（37番人気）
3連複票数 計 865471 的中 ��� 1738（60番人気）
3連単票数 計1500594 的中 ��� 747（250番人気）

ハロンタイム 12．0―12．5―12．1―13．3―12．6―12．6―11．9―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―24．5―36．6―49．9―1：02．5―1：15．1―1：27．0―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レインカルナティオ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．6．23 東京5着

2017．1．27生 牡2鹿 母 リビングプルーフ 母母 プルーフオブラヴ 3戦1勝 賞金 6，200，000円

25076 9月22日 晴 良 （1中山4） 第7日 第4競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走11時40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

69 ア ポ ロ ビ ビ 牡3栗 55 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 464＋ 81：10．8 2．4�
45 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 486＋ 61：11．01� 3．7�
57 エースロッカー 	4栗 57 岩部 純二西森 功氏 中川 公成 新冠 カミイスタット 486－ 21：11．21� 14．4�
11 トモジャドット 牡3栗 55 津村 明秀吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 新冠 ハクツ牧場 536－101：11．41 5．2�
22 グラデュエイト 牡4青鹿57 福永 祐一阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 506± 0 〃 アタマ 10．8�
711 ダディフィンガー 牡3鹿 55 柴田 善臣野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 482－121：11．82
 37．3�
710� ト ッ プ ギ ア 牡4鹿 57

54 ▲菅原 明良 	アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 458＋ 21：11．9
 76．9

33 � ゴールデンビコー 牝4鹿 55 武士沢友治村山 忠弘氏 根本 康広 日高 鹿戸 正幸 440＋ 41：12．0
 211．0�
812 ヤンチャプリヒメ 牝3鹿 53 松岡 正海田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 436＋ 2 〃 ハナ 65．1�
56 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 B474＋ 21：12．1
 21．4
813 ナムラアイアイサー 牡3栗 55 菅原 隆一奈村 睦弘氏 武市 康男 浦河 中島牧場 472＋ 61：12．31� 9．4�
68 � パ ス ポ ー ト 牝4黒鹿55 嶋田 純次清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 438－ 61：13．36 133．8�
44 スリーオーラ 牝3芦 53

51 △木幡 育也永井商事	 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 426－ 21：13．93
 265．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 40，207，800円 複勝： 53，509，800円 枠連： 16，306，800円
馬連： 86，019，400円 馬単： 40，886，600円 ワイド： 59，858，700円
3連複： 122，002，600円 3連単： 160，465，000円 計： 579，256，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 130円 � 270円 枠 連（4－6） 440円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 210円 �� 540円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 3，990円

票 数

単勝票数 計 402078 的中 � 132038（1番人気）
複勝票数 計 535098 的中 � 139749（1番人気）� 117654（2番人気）� 34156（7番人気）
枠連票数 計 163068 的中 （4－6） 28560（1番人気）
馬連票数 計 860194 的中 �� 183352（1番人気）
馬単票数 計 408866 的中 �� 54338（1番人気）
ワイド票数 計 598587 的中 �� 89132（1番人気）�� 25438（7番人気）�� 20327（9番人気）
3連複票数 計1220026 的中 ��� 70427（4番人気）
3連単票数 計1604650 的中 ��� 29115（4番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．5―12．0―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．9―45．9―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ポ ロ ビ ビ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．9．23 中山1着

2016．3．30生 牡3栗 母 ウインドクラスト 母母 ウィンドサイレンス 6戦2勝 賞金 19，400，000円



25077 9月22日 晴 良 （1中山4） 第7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

713 アヌラーダプラ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 464 ―1：37．8 1．7�
23 ダイワミラクル 牡2鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496 ―1：38．01� 6．2�
48 ラ キ 牝2鹿 54 戸崎 圭太山住 勲氏 小崎 憲 新ひだか 友田牧場 448 ―1：38．21� 11．3�
47 オレンジブラウニー 牝2鹿 54

53 ☆横山 武史田頭 勇貴氏 的場 均 日高 新井 昭二 458 ― 〃 クビ 118．1�
12 ツクバゴールド 牡2栗 54 M．デムーロ荻原 昭二氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 508 ―1：38．62� 4．7�
11 ダンサーズドリーム 牝2鹿 54 江田 照男櫻井 正氏 深山 雅史 むかわ 平岡牧場 430 ―1：38．81� 222．0	
24 ア エ レ オ 牡2鹿 54

52 △木幡 育也柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 508 ―1：38．9クビ 242．0

815 マイネルチェスト 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 454 ―1：39．0	 49．0�
59 ファイヴレター 牡2青鹿54 杉原 誠人熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 418 ―1：39．21 158．7
816 コンチサエッタ 牡2鹿 54 内田 博幸九十九章之氏 勢司 和浩 青森 有限会社

フォレブルー 466 ― 〃 クビ 148．7�
714 ジャジャウマ 牝2青鹿 54

51 ▲小林 凌大新井原 博氏 深山 雅史 新冠 川上牧場 420 ―1：39．51	 257．2�
612 ヤエノロータス 牡2鹿 54

51 ▲菅原 明良柳田 英子氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 482 ―1：39．92� 190．6�
611 グラスカルメン 牝2鹿 54 木幡 巧也半沢� 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 428 ―1：40．43 89．8�
510 パワポケプリメーロ 牡2栗 54

51 ▲藤田菜七子柳原 達也氏 中野 栄治 新ひだか グランド牧場 420 ―1：41．25 49．0�
35 リスカルダーレ 牝2黒鹿54 松岡 正海谷口 祐人氏 牧田 和弥 新ひだか 荒谷 輝和 496 ― （競走中止） 19．0�
36 テイエムトニーオー 牡2鹿 54 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 450 ― （競走中止） 339．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，816，200円 複勝： 101，507，100円 枠連： 16，571，100円
馬連： 71，644，500円 馬単： 43，516，300円 ワイド： 53，034，300円
3連複： 99，046，500円 3連単： 156，337，800円 計： 598，473，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 180円 枠 連（2－7） 530円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 240円 �� 340円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 3，730円

票 数

単勝票数 計 568162 的中 � 277841（1番人気）
複勝票数 計1015071 的中 � 666989（1番人気）� 75207（3番人気）� 56845（4番人気）
枠連票数 計 165711 的中 （2－7） 24198（2番人気）
馬連票数 計 716445 的中 �� 100388（2番人気）
馬単票数 計 435163 的中 �� 49710（2番人気）
ワイド票数 計 530343 的中 �� 63370（2番人気）�� 39547（3番人気）�� 16806（7番人気）
3連複票数 計 990465 的中 ��� 47785（4番人気）
3連単票数 計1563378 的中 ��� 30356（5番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．9―12．7―12．5―12．0―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．1―38．0―50．7―1：03．2―1：15．2―1：26．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

アヌラーダプラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rahy 初出走

2017．4．17生 牝2鹿 母 ポロンナルワ 母母 シンハリーズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 リスカルダーレ号は，競走中に疾病〔右第1趾関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

テイエムトニーオー号は，競走中に前進気勢を欠いたため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 テイエムトニーオー号は，競走中に前進気勢を欠き，最後の直線コースで競走を中止したことについて平地調教再

審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 エスペルト号・サトノジヴェルニー号・ミヤビマドンナ号・ルーティンベル号・ワレモコウ号

25078 9月22日 晴 良 （1中山4） 第7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

56 シティーオブスター 牡3黒鹿54 丸山 元気吉田 和美氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 492－ 41：54．8 2．7�
69 カウンターエア 牡3鹿 54 津村 明秀 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 558＋221：55．01� 25．7�
711 ホウオウトゥルース �3栗 54 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 480－ 21：55．21� 5．0�
812 シセイタケル 牡4栗 57 吉田 豊猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 468＋ 41：55．41 12．2�
45 ワンダーコノシュア 牡3黒鹿54 内田 博幸山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 494－ 21：55．72 11．3�
22 ダンスメーカー 牡4黒鹿 57

56 ☆武藤 雅	G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 482＋ 21：55．8クビ 5．8

44 エグジットラック 牡5栗 57 勝浦 正樹戸賀 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 512± 0 〃 クビ 30．4�
33 	 ヒロノワカムシャ �5黒鹿57 江田 照男小野 博郷氏 石栗 龍彦 日高 ファーミングヤナキタ 484＋ 21：55．9� 34．4�
813 オンワードセルフ 牡3鹿 54 戸崎 圭太樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 478＋121：56．21
 32．2
11 アイヅリュウコ 牡3栗 54 杉原 誠人真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 増本牧場 474＋ 4 〃 クビ 19．0�
57 パ シ ー ジ ョ 牡3鹿 54

51 ▲菅原 明良前田 幸治氏 田中 博康 新ひだか 築紫 洋 458－101：56．52 29．5�
68 レ オ 牡3芦 54 三浦 皇成山住 勲氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 528＋161：57．56 7．8�
710	 エンドゾーンダンス 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子尾上 寿夫氏 中野 栄治 新冠 パカパカ
ファーム 472＋ 81：58．88 128．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 42，219，600円 複勝： 61，447，200円 枠連： 16，953，100円
馬連： 91，154，600円 馬単： 37，527，700円 ワイド： 65，903，900円
3連複： 125，404，900円 3連単： 147，647，000円 計： 588，258，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 640円 � 190円 枠 連（5－6） 890円

馬 連 �� 5，020円 馬 単 �� 7，010円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 380円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 9，220円 3 連 単 ��� 52，240円

票 数

単勝票数 計 422196 的中 � 121054（1番人気）
複勝票数 計 614472 的中 � 132011（1番人気）� 17849（11番人気）� 89445（3番人気）
枠連票数 計 169531 的中 （5－6） 14691（3番人気）
馬連票数 計 911546 的中 �� 14067（18番人気）
馬単票数 計 375277 的中 �� 4013（26番人気）
ワイド票数 計 659039 的中 �� 9456（21番人気）�� 49296（1番人気）�� 6540（36番人気）
3連複票数 計1254049 的中 ��� 10197（29番人気）
3連単票数 計1476470 的中 ��� 2049（171番人気）

ハロンタイム 13．0―12．5―13．4―13．3―12．5―12．4―12．4―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．5―38．9―52．2―1：04．7―1：17．1―1：29．5―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シティーオブスター �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Tapit デビュー 2018．7．1 福島4着

2016．3．8生 牡3黒鹿 母 テルアケリー 母母 Evrobi 5戦2勝 賞金 14，350，000円



25079 9月22日 曇 良 （1中山4） 第7日 第7競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走13時30分 （500万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

22 ユ ナ カ イ ト 牝3栗 53 M．デムーロ �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：34．3 1．5�
814 レオンドーロ 牝3黒鹿53 丹内 祐次 �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 468－ 21：34．51� 15．0�
59 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 464＋ 8 〃 クビ 35．1�
58 ア ル マ マ 牡3芦 55 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 450＋ 41：34．6クビ 9．7�
712 ウインレフィナード 牡3黒鹿 55

54 ☆横山 武史�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 444－ 61：34．81� 78．1	
611 ヘイワノツカイ 牡3栗 55 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 450－ 4 〃 ハナ 3．6

47 レディードリー 牝3青鹿 53

50 ▲藤田菜七子小林 博雄氏 深山 雅史 新冠 秋田牧場 428＋ 21：34．9	 18．6�
23 サトノテラス 牡4鹿 57

55 △木幡 育也 �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 562＋28 〃 クビ 62．5�
713 スピリットソウル 牡5黒鹿57 松岡 正海落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 502－ 81：35．32
 40．3
11 ナンヨーマーズ 牡5鹿 57 柴田 善臣中村 德也氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠橋本牧場 444－101：35．4クビ 185．1�
35 リリカルドリーム 牝4黒鹿 55

54 ☆野中悠太郎水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 446＋ 6 〃 クビ 76．1�
610 クロムウェル 牡3栗 55

52 ▲菅原 明良�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 アサヒ牧場 436＋ 81：35．5クビ 371．9�
815 ブ シ ョ ウ �4栗 57 石橋 脩�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B472－ 31：35．6
 296．1�
34 � コンゴウトシオー 牡5青鹿 57

54 ▲小林 凌大田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 梅田牧場 460± 01：36．02
 360．3�
46 ブラックギムレット 牡5黒鹿57 大野 拓弥黒澤 尚氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 442－ 81：36．85 391．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，052，600円 複勝： 168，365，800円 枠連： 20，973，100円
馬連： 93，943，500円 馬単： 56，928，700円 ワイド： 66，841，200円
3連複： 143，923，600円 3連単： 240，231，600円 計： 840，260，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 230円 � 320円 枠 連（2－8） 870円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 390円 �� 520円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 4，770円 3 連 単 ��� 10，530円

票 数

単勝票数 計 490526 的中 � 252048（1番人気）
複勝票数 計1683658 的中 � 1276045（1番人気）� 54513（4番人気）� 34207（6番人気）
枠連票数 計 209731 的中 （2－8） 18664（3番人気）
馬連票数 計 939435 的中 �� 79597（3番人気）
馬単票数 計 569287 的中 �� 37997（4番人気）
ワイド票数 計 668412 的中 �� 46973（3番人気）�� 33476（5番人気）�� 5652（23番人気）
3連複票数 計1439236 的中 ��� 22609（15番人気）
3連単票数 計2402316 的中 ��� 16537（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．1―48．1―1：00．1―1：11．6―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

ユ ナ カ イ ト �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．8．5 新潟2着

2016．3．13生 牝3栗 母 フサイチパンドラ 母母 ロッタレース 8戦2勝 賞金 29，648，000円

25080 9月22日 曇 良 （1中山4） 第7日 第8競走 ��
��2，000�

ふ よ う

芙蓉ステークス
発走14時00分（番組第9競走を順序変更） （芝・右）
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 126，000円 36，000円 18，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：59．6

良
良

44 オーソリティ 牡2鹿 54 池添 謙一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 498＋ 42：02．9 2．0�
66 ウインカーネリアン 牡2栗 54 松岡 正海�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 42：03．32	 4．0�
55 サ ペ ラ ヴ ィ 牡2鹿 54 石橋 脩伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 464－ 6 〃 ハナ 29．1�
33 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± 02：03．72	 3．7�
22 � アルファウェーブ 牡2栗 54 福永 祐一吉田 勝己氏 藤沢 和雄 愛 Athassel House

Stud Ltd 526＋ 82：04．12	 8．2	
11 トランシルヴァニア 牡2鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 472＋122：04．2	 25．8


（6頭）

売 得 金
単勝： 77，040，700円 複勝： 37，445，300円 枠連： 発売なし
馬連： 67，116，000円 馬単： 50，255，700円 ワイド： 31，704，100円
3連複： 64，579，000円 3連単： 254，907，800円 計： 583，048，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 180円 �� 660円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 5，540円

票 数

単勝票数 計 770407 的中 � 310383（1番人気）
複勝票数 計 374453 的中 � 122274（1番人気）� 75220（3番人気）
馬連票数 計 671160 的中 �� 131085（2番人気）
馬単票数 計 502557 的中 �� 64128（2番人気）
ワイド票数 計 317041 的中 �� 58096（1番人気）�� 10626（8番人気）�� 8037（13番人気）
3連複票数 計 645790 的中 ��� 25565（7番人気）
3連単票数 計2549078 的中 ��� 33313（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．3―38．1―51．0―1：04．3―1：16．7―1：28．8―1：40．2―1：51．4

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
6，5，3，4，2－1
6，5（3，4）（2，1）

2
4
6，5，3，4（2，1）・（6，5）4，3（2，1）

勝馬の
紹 介

オーソリティ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．7．7 函館1着

2017．2．12生 牡2鹿 母 ロ ザ リ ン ド 母母 シ ー ザ リ オ 2戦2勝 賞金 23，126，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



25081 9月22日 曇 良 （1中山4） 第7日 第9競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走14時35分（番組第8競走を順序変更） （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

24 アシャカトブ 牡3栗 54
53 ☆武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 500＋141：53．0 5．5�

815 アフターバーナー �5鹿 57 M．デムーロゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B514＋ 21：53．31	 11．3�

23 レトロフィット 牝3鹿 52 戸崎 圭太吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 486＋ 21：53．4
 10．6�
36 ペイシャボム 牡5鹿 57 江田 照男北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 478＋ 21：53．61� 39．5�
35 パレスハングリー 牝5黒鹿 55

54 ☆野中悠太郎西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 512＋321：53．7
 13．8�
11 ブリッツェンシチー 牡3鹿 54 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 536＋ 8 〃 クビ 38．0	
714 プレシャスリーフ �4栗 57 三浦 皇成 
サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 442－101：53．91� 4．1�
48 ディーズフェイク 牝4青鹿55 松岡 正海秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 474－ 81：54．0クビ 38．1�
713 リョウランヒーロー 牡5黒鹿 57

56 ☆横山 武史佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 480＋ 81：54．1
 68．8
47 フラワーストリーム �4鹿 57 石橋 脩花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B462＋ 21：54．2
 131．7�
612� イッツリット 牡3栗 54 内田 博幸�ノースヒルズ 和田正一郎 米

Betz, Burns, Mag-
ers, CoCo Equine
& Terra Racing

480＋ 4 〃 アタマ 15．1�
611 ジュニエーブル 牡5鹿 57 柴田 善臣柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 444＋ 81：54．3
 246．3�
59 カフジキング 牡6鹿 57 池添 謙一加藤 守氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 464－ 6 〃 アタマ 4．3�
510� ア ニ エ ー ゼ 牝4鹿 55

53 △木幡 育也�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills
Co. Limited 466＋ 21：54．72
 72．9�

816 カフェアトラス 牡4鹿 57 津村 明秀西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 518－ 21：55．12 31．3�
12 レオアルティメット 牡4栗 57 木幡 巧也�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 536－ 8 〃 アタマ 7．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，313，700円 複勝： 80，575，200円 枠連： 30，244，200円
馬連： 146，011，100円 馬単： 55，594，100円 ワイド： 92，998，100円
3連複： 213，207，200円 3連単： 246，447，300円 計： 919，390，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 230円 � 340円 � 400円 枠 連（2－8） 1，710円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 5，870円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 1，400円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 15，860円 3 連 単 ��� 70，900円

票 数

単勝票数 計 543137 的中 � 78387（3番人気）
複勝票数 計 805752 的中 � 100698（3番人気）� 60820（5番人気）� 49391（6番人気）
枠連票数 計 302442 的中 （2－8） 13665（9番人気）
馬連票数 計1460111 的中 �� 32597（14番人気）
馬単票数 計 555941 的中 �� 7098（25番人気）
ワイド票数 計 929981 的中 �� 16952（16番人気）�� 17237（14番人気）�� 11511（24番人気）
3連複票数 計2132072 的中 ��� 10081（55番人気）
3連単票数 計2464473 的中 ��� 2520（236番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．7―13．0―12．0―12．2―12．5―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．4―50．4―1：02．4―1：14．6―1：27．1―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アシャカトブ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．11．4 東京4着

2016．3．12生 牡3栗 母 ヴェリタスマリコ 母母 アサクサコンソメ 8戦3勝 賞金 27，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 キャベンディッシュ号・サイモンジルバ号・ハシカミ号・ミラクルブラッド号

25082 9月22日 曇 良 （1中山4） 第7日 第10競走 ��
��1，800�

うちぼう

内房ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．9．22以降1．9．16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

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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

712 デザートスネーク �5鹿 56 三浦 皇成石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 486± 01：52．9 12．5�
59 グラスブルース 牡5鹿 54 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B518＋ 21：53．11� 129．4�
35 ブライトンロック 牡5黒鹿56 武藤 雅坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 21：53．3	 49．7�
22 ロジペルレスト 牡4栗 54 丸山 元気久米田正明氏 大竹 正博 新冠 須崎牧場 518－ 41：53．4	 15．4�
23 エムオーグリッタ 牡5鹿 55 津村 明秀大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 
橋本牧場 B502＋ 81：53．5クビ 17．7�
713 サクラエンパイア 牡6鹿 55 石橋 脩	さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 474－ 21：53．6� 15．1

58 ミッキーポジション 牡4鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 490－ 2 〃 クビ 4．3�
814 エジステンツァ 牡5鹿 53 大野 拓弥 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484＋ 41：53．8	 51．5�
815 ヴァイトブリック 牡3青鹿54 福永 祐一 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 484－101：54．01� 4．3
46 ネイビーブルー 牡6鹿 54 石神 深一青芝商事	 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 514＋ 41：54．53 117．9�
34 カ レ ン カ カ 牡5芦 56 M．デムーロ鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 502＋ 2 〃 ハナ 3．3�
610 アポロユッキー 牝5鹿 51 藤田菜七子アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新冠 渋谷 一郎 530－ 21：54．71 38．7�
611 ビービーガウディ 牡5栗 54 内田 博幸�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 478＋ 21：54．8� 35．6�
11 ノ ー ウ ェ イ 牡4鹿 54 戸崎 圭太宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 B486－ 61：54．9	 13．8�
47 グッドラックサマー 牡5栗 54 野中悠太郎澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 552＋ 2 （競走中止） 24．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 73，404，500円 複勝： 101，220，800円 枠連： 43，298，200円
馬連： 206，178，300円 馬単： 79，961，800円 ワイド： 122，700，400円
3連複： 309，120，000円 3連単： 389，487，400円 計： 1，325，371，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 390円 � 2，870円 � 990円 枠 連（5－7） 1，410円

馬 連 �� 45，430円 馬 単 �� 70，220円

ワ イ ド �� 10，470円 �� 5，000円 �� 25，960円

3 連 複 ��� 360，550円 3 連 単 ��� 1，798，580円

票 数

単勝票数 計 734045 的中 � 46775（4番人気）
複勝票数 計1012208 的中 � 76256（5番人気）� 8588（15番人気）� 26372（11番人気）
枠連票数 計 432982 的中 （5－7） 23682（7番人気）
馬連票数 計2061783 的中 �� 3517（73番人気）
馬単票数 計 799618 的中 �� 854（136番人気）
ワイド票数 計1227004 的中 �� 3022（74番人気）�� 6382（52番人気）�� 1214（101番人気）
3連複票数 計3091200 的中 ��� 643（356番人気）
3連単票数 計3894874 的中 ��� 157（1939番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―13．0―13．2―12．4―12．2―12．2―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．4―50．6―1：03．0―1：15．2―1：27．4―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デザートスネーク �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2017．1．16 中京3着

2014．3．25生 �5鹿 母 ジョイアサーティン 母母 アサーテイン 16戦5勝 賞金 80，138，000円
〔競走中止〕 グッドラックサマー号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

１レース目
３レース目



25083 9月22日 曇 良 （1中山4） 第7日 第11競走 ��
��2，200�第65回産経賞オールカマー（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬
2�減，30．9．22以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，30．9．21以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

産経新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 700，000円 200，000円 100，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

89 スティッフェリオ 牡5鹿 56 丸山 元気 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 442± 02：12．0 11．2�
11 ミッキースワロー 牡5鹿 56 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 476－ 22：12．31� 4．9�
44 グ レ イ ル 牡4黒鹿56 戸崎 圭太 �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 494－162：12．4	 21．4�
78 レ イ デ オ ロ 牡5鹿 58 福永 祐一 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 ハナ 2．2�
33 クレッシェンドラヴ 牡5鹿 56 内田 博幸広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 490－ 82：12．5� 14．6	
22 ゴーフォザサミット 牡4黒鹿56 石橋 脩山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 504＋16 〃 ハナ 25．6

810
 ショウナンバッハ 牡8鹿 56 吉田 豊国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 450－ 62：12．6� 79．2�
66 エ ン ジ ニ ア 牡6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 480－ 62：12．81� 286．6�
77 ウインブライト 牡5芦 58 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 494＋112：13．54 3．0
55 
 トニーファイブ �4黒鹿56 藤田菜七子トニー倶楽部 森 秀行 新ひだか 静内山田牧場 444＋ 82：16．2大差 171．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 265，664，700円 複勝： 229，730，300円 枠連： 93，692，000円 馬連： 581，748，100円 馬単： 329，904，800円
ワイド： 326，458，700円 3連複： 887，503，300円 3連単： 2，278，305，800円 5重勝： 659，367，100円 計： 5，652，374，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 320円 � 200円 � 370円 枠 連（1－8） 1，980円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 4，660円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，780円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 8，450円 3 連 単 ��� 54，310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����� 518，600円

票 数

単勝票数 計2656647 的中 � 188760（4番人気）
複勝票数 計2297303 的中 � 176781（5番人気）� 356319（3番人気）� 148287（6番人気）
枠連票数 計 936920 的中 （1－8） 36523（6番人気）
馬連票数 計5817481 的中 �� 201189（10番人気）
馬単票数 計3299048 的中 �� 53053（18番人気）
ワイド票数 計3264587 的中 �� 118433（10番人気）�� 45633（18番人気）�� 84069（12番人気）
3連複票数 計8875033 的中 ��� 78717（26番人気）
3連単票数 計22783058 的中 ��� 30412（141番人気）
5重勝票数 計6593671 的中 ����� 890

ハロンタイム 12．6―11．2―12．8―12．6―12．6―12．2―12．2―11．8―11．2―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．8―36．6―49．2―1：01．8―1：14．0―1：26．2―1：38．0―1：49．2―2：00．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スティッフェリオ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Mtoto デビュー 2016．9．18 阪神2着

2014．2．17生 牡5鹿 母 シリアスアティテュード 母母 Zameyla 23戦8勝 賞金 253，205，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりスティッフェリオ号は，天皇賞（秋）（GⅠ）競走に優先出走できる。

25084 9月22日 曇 良 （1中山4） 第7日 第12競走 ��1，200�3歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）（1000万円以下）

負担重量は，3歳55�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
1：08．7
1：08．7

重
重

612 アルーアキャロル �6栗 57 内田 博幸 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 496－ 81：11．0 3．9�
816 ミ ス パ イ ロ 牝5黒鹿55 横山 典弘村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 486± 01：11．1� 7．1�
714 アルベルティーヌ 牝4黒鹿55 田中 勝春村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 446＋ 81：11．2クビ 7．5�
59 アイアムハヤスギル 牡3黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 472± 0 〃 クビ 6．3�
23 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 530－ 2 〃 アタマ 6．2�
11 トラストロン 牝4黒鹿55 吉田 豊菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 462＋ 4 〃 ハナ 20．6	
611 カフェライジング 牡7鹿 57 横山 和生西川 恭子氏 松永 幹夫 新ひだか 三石橋本牧場 494－121：11．3クビ 41．6

713 シゲルゴホウサイ 牝7鹿 55 松岡 正海森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 462－ 81：11．51� 138．6�
510 スズカゴーディー 牡5黒鹿57 石橋 脩永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B484＋ 61：11．6� 9．3�
12 ギ ン ゴ ー 牡6鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 B490± 01：11．7クビ 77．3
24 	 テキスタイルアート �7青鹿 57

54 ▲菅原 明良岡田 壮史氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 468－ 61：11．8� 196．0�
48 オ ー ル デ ン 牡5鹿 57 戸崎 圭太金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 452＋ 41：12．11� 29．6�
47 ニシノウララ 牝4青鹿55 北村 宏司西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 466－ 61：12．2� 21．5�
815 ロトヴィグラス 牡4栗 57

54 ▲小林 凌大國武 佳博氏 高市 圭二 新ひだか 沖田 哲夫 480＋ 41：12．3� 39．2�
35 	 エブリバディ 牡4青 57 津村 明秀中西 功氏 尾形 和幸 新ひだか 畠山牧場 476－ 2 〃 クビ 303．5�
36 ベアクアウフ 牡3鹿 55 三浦 皇成ディアレストクラブ� 清水 英克 むかわ 東振牧場 484－ 61：12．93� 10．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 104，966，700円 複勝： 154，536，300円 枠連： 62，332，700円
馬連： 261，760，000円 馬単： 93，988，800円 ワイド： 186，062，100円
3連複： 420，570，100円 3連単： 519，964，200円 計： 1，804，180，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 230円 � 220円 枠 連（6－8） 1，140円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 550円 �� 480円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 11，640円

票 数

単勝票数 計1049667 的中 � 213330（1番人気）
複勝票数 計1545363 的中 � 278584（1番人気）� 158493（5番人気）� 176150（3番人気）
枠連票数 計 623327 的中 （6－8） 42193（3番人気）
馬連票数 計2617600 的中 �� 149188（2番人気）
馬単票数 計 939888 的中 �� 31487（2番人気）
ワイド票数 計1860621 的中 �� 88259（2番人気）�� 102328（1番人気）�� 54628（8番人気）
3連複票数 計4205701 的中 ��� 126620（1番人気）
3連単票数 計5199642 的中 ��� 32370（2番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．4―11．8―12．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．0―45．8―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．0
3 3（6，15）13（1，2，12）（4，7，11，14）（5，8，9）10－16 4 3（6，15）13（1，12）2（4，11）（5，7，8，14）9，10，16

勝馬の
紹 介

アルーアキャロル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．11．7 東京1着

2013．3．10生 �6栗 母 タバスコキャロル 母母 ペッパーキャロル 13戦4勝 賞金 62，691，000円
〔制裁〕 ロトヴィグラス号の騎手小林凌大は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
※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） 3頭 スーパーアキラ号・ナンベーサン号・プリティマックス号
（非抽選馬） 1頭 サニーストーム号

５レース目



（1中山4）第7日 9月22日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159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

319，520，000円
27，250，000円
1，650，000円
36，500，000円
68，019，000円
4，304，000円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
878，028，400円
1，124，460，900円
344，608，600円
1，812，806，500円
890，692，900円
1，150，004，100円
2，672，052，600円
4，780，320，500円
659，367，100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
5 重 勝
計 14，312，341，600円

総入場人員 34，390名 （有料入場人員 ）
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