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25001 9月10日 晴 良 （28中山4）第1日 第1競走 ��1，200�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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

611 マツリダダイキチ 牡2鹿 54 蛯名 正義髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 504＋ 81：12．3 7．8�
714 シャインヴィットゥ 牡2芦 54

53 ☆石川裕紀人皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 464＋ 4 〃 クビ 4．2�
59 ホワイトファング 牡2芦 54

51 ▲木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 474－ 41：12．4� 2．4�

713 ノットオンリー 牡2鹿 54 田辺 裕信久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 418－ 41：12．61� 14．1�
816 サ ノ サ マ ー 牡2栗 54 勝浦 正樹佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 444＋ 61：13．13 36．4�
47 コスモクウェンチ 牡2鹿 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 81：13．31 40．0

36 ペ ラ ッ チ 牡2栗 54 内田 博幸荒牧 政美氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B468± 01：13．51� 47．9�
35 アペリラルビー 牝2黒鹿54 菅原 隆一島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 466－ 4 〃 ハナ 201．8
23 セツナイキモチ 牝2黒鹿54 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 高村牧場 434± 01：13．6クビ 58．8�
612 ニシノキスミー 牝2鹿 54 吉田 豊西山 茂行氏 竹内 正洋 浦河 高昭牧場 448－ 4 〃 クビ 16．5�
24 アミーコドーロ 牝2栗 54 松岡 正海山口 正行氏 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 466－ 41：13．7クビ 5．7�
12 ウインポディオ 牡2栗 54 丹内 祐次�ウイン 高木 登 浦河 栄進牧場 448－ 41：13．91� 162．9�
48 シ バ ク サ 牡2栗 54

52 △原田 和真泉 一郎氏 土田 稔 新ひだか 前田牧場 456＋ 41：14．21� 161．8�
11 フジトキメキ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎荒木 誠氏 高市 圭二 新ひだか 岡田 猛 434－ 21：14．52 161．4�
815 ディーエスレイダー 牡2鹿 54 黛 弘人秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 450－ 21：14．7� 41．7�
510 オ レ イ ア ス 牡2鹿 54 岩部 純二	ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 456＋101：15．12� 29．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，388，200円 複勝： 34，734，100円 枠連： 15，616，600円
馬連： 56，689，600円 馬単： 31，789，700円 ワイド： 33，432，200円
3連複： 79，098，300円 3連単： 102，744，400円 計： 377，493，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 190円 � 130円 � 120円 枠 連（6－7） 760円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 500円 �� 430円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 9，310円

票 数

単勝票数 計 233882 的中 � 23958（4番人気）
複勝票数 計 347341 的中 � 33372（4番人気）� 72808（2番人気）� 91289（1番人気）
枠連票数 計 156166 的中 （6－7） 15841（4番人気）
馬連票数 計 566896 的中 �� 29250（5番人気）
馬単票数 計 317897 的中 �� 6920（12番人気）
ワイド票数 計 334322 的中 �� 15344（5番人気）�� 18743（3番人気）�� 43624（1番人気）
3連複票数 計 790983 的中 ��� 51664（2番人気）
3連単票数 計1027444 的中 ��� 7994（18番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．6―12．3―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．6―46．9―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マツリダダイキチ �
�
父 マルカシェンク �

�
母父 Machiavellian デビュー 2016．7．10 福島13着

2014．5．17生 牡2鹿 母 ヘヴンリーソング 母母 Heavenly Music 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ニシノマッハ号・フォルテメンテ号・ボウソウノカゼ号
（非抽選馬） 2頭 イチネンイチクミ号・コパカバーナ号

25002 9月10日 晴 良 （28中山4）第1日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時40分 （芝・右・外）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

714 ハ ウ メ ア 牝2栗 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：34．7 1．9�
24 ア マ ノ ガ ワ 牝2黒鹿54 浜中 俊�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 436＋ 21：34．8� 5．5�
510 クイーンズスタイル 牝2鹿 54 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 446－ 41：35．43� 41．8�
48 トミケンタルモ 牝2鹿 54 丸山 元気冨樫 賢二氏 上原 博之 浦河 ガーベラパー

クスタツド 452＋ 81：35．5� 62．5�
12 マルターズコメット 牝2鹿 54 田中 勝春藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 418－ 61：35．71� 21．0	
47 ジェイケイオジョウ 牝2鹿 54 柴田 善臣小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 440－ 8 〃 クビ 10．1

23 ボヌールバトー 牝2黒鹿54 武士沢友治�出口牧場 石栗 龍彦 日高 出口牧場 416± 0 〃 アタマ 18．8�
612 イ セ エ ビ 牝2鹿 54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 454＋ 61：35．91� 110．4�
816 ア ギ シ ャ ン 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 414－101：36．0クビ 7．6
35 ヤマニンイリザブル 牝2鹿 54 村田 一誠土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 438＋ 2 〃 ハナ 60．1�
611 スダチチャン 牝2黒鹿54 横山 典弘ケンレーシング組合 小野 次郎 新ひだか 沖田 忠幸 396－ 21：36．1� 152．5�
59 エクスヘイロー 牝2黒鹿54 吉田 隼人金山 敏也氏 土田 稔 新冠 辻 和明 424－ 2 〃 クビ 328．1�
11 ア イ ー ダ 牝2鹿 54

52 △木幡 初也 �ローレルレーシング 武井 亮 青森 ワールドファーム 440－ 41：36．2� 18．8�
36 ムーンロック 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 2 〃 アタマ 83．5�
713 コスモミュート 牝2青鹿54 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 404＋ 61：36．94 11．6�
815 ジェリーロラム 牝2鹿 54 大庭 和弥�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか 藤原牧場 416＋261：37．43 180．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，057，300円 複勝： 37，225，000円 枠連： 18，024，200円
馬連： 53，974，300円 馬単： 31，279，700円 ワイド： 33，588，100円
3連複： 75，351，400円 3連単： 97，205，900円 計： 374，705，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 170円 � 780円 枠 連（2－7） 440円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，690円 �� 3，120円

3 連 複 ��� 8，600円 3 連 単 ��� 23，020円

票 数

単勝票数 計 280573 的中 � 114029（1番人気）
複勝票数 計 372250 的中 � 111238（1番人気）� 55045（2番人気）� 7463（10番人気）
枠連票数 計 180242 的中 （2－7） 31537（1番人気）
馬連票数 計 539743 的中 �� 63229（1番人気）
馬単票数 計 312797 的中 �� 27608（1番人気）
ワイド票数 計 335881 的中 �� 30829（1番人気）�� 4751（22番人気）�� 2527（33番人気）
3連複票数 計 753514 的中 ��� 6566（28番人気）
3連単票数 計 972059 的中 ��� 3061（62番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．0―46．7―58．5―1：10．3―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F36．2

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

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

ハ ウ メ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Dansili デビュー 2016．6．25 東京7着

2014．2．24生 牝2栗 母 ダイヤモンドディーバ 母母 Vivianna 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 トミケンタルモ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 コスモエアターン号・ハツラツニッコウ号・ホノカ号

第４回 中山競馬 第１日



25003 9月10日 晴 良 （28中山4）第1日 第3競走 ��1，800�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 4，200，000円 1，700，000円 1，100，000円 630，000円 420，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

510 スピアザゴールド 牡3鹿 56 大野 拓弥 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486± 01：55．2 2．0�

612 ドラゴンイモン 牡3黒鹿56 二本柳 壮井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 B460－ 8 〃 クビ 10．8�
713 エンパイアステート �3鹿 56 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 41：55．52 4．4�
11 ダイワレンジャー 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也大城 敬三氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム B524＋ 41：56．13� 74．8�
23 ブラックスナイパー �3黒鹿56 西田雄一郎村山 卓也氏 岩戸 孝樹 平取 黒川 賢司 B484＋ 21：56．2クビ 46．0�
24 テンエイロータス 牡3黒鹿56 杉原 誠人熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 福島 農事組合法人

天栄牧場 462＋ 21：56．41� 56．5	
48 レッドアルソード 牡3黒鹿56 北村 宏司 
東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 460－ 61：56．82� 8．5�
47 カルメンティス 牝3芦 54 吉田 豊
ラ・メール 田村 康仁 新冠 タニグチ牧場 B466± 01：57．11� 32．0�
816 セ イ ザ ン 牝3栗 54 嘉藤 貴行久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム B452＋ 61：57．2� 105．6
36 ホワイトフローラ 牝3芦 54 的場 勇人�宮内牧場 的場 均 新ひだか グランド牧場 400－ 41：57．62� 168．1�
35 クリノリーズ 牝3栗 54 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新冠 前川 隆範 422＋ 61：57．7クビ 185．9�
815 クインズマーキュリ 牡3栗 56 岩田 康誠 
クイーンズ・ランチ 和田 正道 新ひだか 三石川上牧場 484＋ 21：58．12� 7．8�
12 コンゴウリキ �3栗 56 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか 藤川フアーム 434＋ 21：58．31� 242．6�
714 ヤマトカジノ 牡3栗 56 江田 照男醍醐 徹氏 田村 康仁 日高 庄野牧場 B486－ 21：58．51� 55．0�
611 フォワードラッシュ 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高木 登 安平 ノーザンファーム 478 ― 〃 ハナ 19．1�
59 マイネルリーブラ 牡3黒鹿56 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 新冠橋本牧場 B512－121：58．6� 124．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，446，300円 複勝： 54，933，600円 枠連： 14，732，200円
馬連： 54，197，700円 馬単： 35，811，600円 ワイド： 34，346，200円
3連複： 77，424，700円 3連単： 121，703，100円 計： 417，595，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 180円 � 140円 枠 連（5－6） 600円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 310円 �� 230円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 4，320円

票 数

単勝票数 計 244463 的中 � 97638（1番人気）
複勝票数 計 549336 的中 � 289679（1番人気）� 40858（5番人気）� 62361（2番人気）
枠連票数 計 147322 的中 （5－6） 18882（4番人気）
馬連票数 計 541977 的中 �� 58045（4番人気）
馬単票数 計 358116 的中 �� 24995（5番人気）
ワイド票数 計 343462 的中 �� 28149（4番人気）�� 43235（1番人気）�� 12185（7番人気）
3連複票数 計 774247 的中 ��� 51478（3番人気）
3連単票数 計1217031 的中 ��� 20414（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―38．4―51．6―1：04．3―1：16．6―1：28．8―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スピアザゴールド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．7．12 福島9着

2013．3．27生 牡3鹿 母 キューティゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 7戦1勝 賞金 11，800，000円
〔制裁〕 クインズマーキュリ号の騎手岩田康誠は，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：7番・4番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゴールデンアトム号

25004 9月10日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （28中山4）第1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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード3：10．2良・良

44 クラウンテイラー 牡4鹿 60 蓑島 靖典�クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 442＋ 23：15．9 10．0�
33 ナンヨーケンゴー �6鹿 60 五十嵐雄祐中村 德也氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 480＋ 23：16．32� 1．8�
22 ア ツ コ 牝3鹿 56 大江原 圭由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 豊洋牧場 480＋ 23：17．68 25．8�
810� ワイルドジーク 牡5栗 60 上野 翔ディアレストクラブ� 松永 康利 新冠 ハクツ牧場 470± 03：17．81	 4．9�
66 � ブレイドフォース 牡3青鹿58 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 478－ 23：17．9� 18．8	
77 � サウスポールツアー 牝4栗 58 大庭 和弥海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 428＋ 83：19．510 54．4

11 ウエスタンニンジャ 牡5栗 60 高野 和馬西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 470－ 63：20．03 34．4�
78 � タイセイエナジー 牡4栗 60 石神 深一田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 478＋ 63：20．95 6．2�
55 ニシノファブレッド 牡8鹿 60 浜野谷憲尚福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 B482－ 83：21．64 13．8
89 ドリームメモリー 牝4鹿 58 江田 勇亮田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 460± 03：22．34 32．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 19，041，000円 複勝： 21，672，400円 枠連： 9，298，300円
馬連： 34，243，700円 馬単： 24，769，300円 ワイド： 20，147，300円
3連複： 51，443，600円 3連単： 96，398，000円 計： 277，013，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 170円 � 110円 � 440円 枠 連（3－4） 690円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 310円 �� 2，160円 �� 960円

3 連 複 ��� 5，640円 3 連 単 ��� 37，090円

票 数

単勝票数 計 190410 的中 � 15160（4番人気）
複勝票数 計 216724 的中 � 27935（3番人気）� 86561（1番人気）� 7045（7番人気）
枠連票数 計 92983 的中 （3－4） 10334（3番人気）
馬連票数 計 342437 的中 �� 36762（3番人気）
馬単票数 計 247693 的中 �� 8788（8番人気）
ワイド票数 計 201473 的中 �� 19181（2番人気）�� 2170（26番人気）�� 5067（12番人気）
3連複票数 計 514436 的中 ��� 6837（22番人気）
3連単票数 計 963980 的中 ��� 1884（117番人気）
上り 1マイル 1：51．2 4F 54．9－3F 41．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クラウンテイラー �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2014．12．6 中山4着

2012．5．12生 牡4鹿 母 ポピーリース 母母 ポ ピ ー デ イ 障害：4戦1勝 賞金 8，600，000円

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 11 日第 1競走）
〔その他〕　　パンプキンカート号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。



25005 9月10日 晴 良 （28中山4）第1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）
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

22 カリビアンゴールド 牝2黒鹿54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472 ―1：36．2 7．0�

11 グラドゥアーレ 牡2栗 54 田辺 裕信 �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 468 ―1：36．3� 3．9�
813 ル ネ デ ィ 牡2栗 54 吉田 隼人森 保彦氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 492 ―1：36．83 6．9�
812 サレンティーナ 牡2栗 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474 ―1：36．9� 7．5�
45 シチテンハッキ 牝2鹿 54 松岡 正海 H.F Association 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 438 ―1：37．11� 18．1�
33 ロ ジ ベ ス ト 牡2黒鹿54 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 484 ―1：37．2� 3．2	
56 セイウンシナツ 牡2黒鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 436 ― 〃 クビ 47．6

710 アポロフレンズ 牝2栗 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新冠 海馬沢 明 428 ―1：37．41� 58．8�
711 ショウナンサザナミ 牝2鹿 54 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 434 ―1：37．61� 26．5�
69 モアナブルー 牝2栗 54

51 ▲木幡 巧也平川 浩之氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 452 ―1：38．02� 9．2
57 ジュンシュマリナイ 牡2栗 54 二本柳 壮河合 純二氏 二本柳俊一 新冠 川上牧場 488 ―1：38．31	 56．7�
44 モミヂノニシキ 牡2栗 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 ビッグレッドファーム 524 ―1：39．36 145．8�
68 ツ ク バ ネ 牡2黒鹿54 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 日高 賀張三浦牧場 420 ―1：42．4大差 187．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，003，800円 複勝： 37，643，900円 枠連： 14，925，000円
馬連： 51，774，400円 馬単： 29，868，900円 ワイド： 29，915，200円
3連複： 66，591，100円 3連単： 98，258，200円 計： 357，980，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 200円 � 150円 � 210円 枠 連（1－2） 1，390円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，140円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 20，860円

票 数

単勝票数 計 290038 的中 � 32850（4番人気）
複勝票数 計 376439 的中 � 47497（3番人気）� 72552（2番人気）� 42597（4番人気）
枠連票数 計 149250 的中 （1－2） 8264（6番人気）
馬連票数 計 517744 的中 �� 29480（4番人気）
馬単票数 計 298689 的中 �� 8023（10番人気）
ワイド票数 計 299152 的中 �� 14885（5番人気）�� 6457（17番人気）�� 11528（9番人気）
3連複票数 計 665911 的中 ��� 13178（14番人気）
3連単票数 計 982582 的中 ��� 3415（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．0―36．8―48．7―1：01．0―1：12．7―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

カリビアンゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Cape Cross 初出走

2014．2．9生 牝2黒鹿 母 サバナパディーダ 母母 Capriola 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツクバネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月10日まで平地競走に

出走できない。

25006 9月10日 晴 良 （28中山4）第1日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，200，000円 1，700，000円 1，100，000円 630，000円 420，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

48 トブガゴトク 牡3芦 56 内田 博幸松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 484＋ 21：11．5 9．7�
11 キョウエイラヴ 牝3鹿 54 大野 拓弥田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 468＋ 21：11．92� 2．8�
59 サトノアンジュ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也里見 治氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 470± 01：12．0クビ 7．1�
36 クラシックス 牝3黒鹿 54

53 ☆長岡 禎仁木村 直樹氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 464－ 41：12．1� 13．0�
23 クレイジーインラヴ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹藤本 幸雄氏 南田美知雄 日高 藤本 直弘 424－ 21：12．52 10．6�
510 クリノアンジュ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 木村牧場 B478－ 61：12．82 65．7�
612 ナリノスワンキー 牝3鹿 54 柴田 大知成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 452－ 41：13．11� 9．0	
714 デルマブンザエモン 牡3栗 56 丸山 元気浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 486－ 61：13．31� 5．3

815 エンパイアフリート �3鹿 56 武士沢友治山田 弘氏 高木 登 日高 浦新 徳司 482＋ 21：13．4� 42．9�
12 ドミネイトアゲン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 猿倉牧場 442＋101：13．5� 126．8�
47 シャリオドール 牝3栗 54 福永 祐一 社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 442＋ 21：13．71� 31．1�
713 キキズブルーム 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 460＋ 21：13．91� 41．1�
35 ア ン コ ー ラ 牡3黒鹿56 丸田 恭介山口 正行氏 武市 康男 日高 長谷川 一男 B462－121：14．21� 226．0�
611 チェリークォーツ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太 社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム B448－121：14．52 85．7�
24 ボルテージアップ 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子ライオンレースホース� 田島 俊明 日高 Shall Farm 474＋161：14．92� 131．3�
816 ノヴァステッラ 牝3黒鹿54 江田 照男加藤 誠氏 田中 剛 日高 新井 昭二 476－ 21：15．96 17．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，902，500円 複勝： 41，246，300円 枠連： 18，081，300円
馬連： 64，867，200円 馬単： 33，235，100円 ワイド： 40，548，300円
3連複： 90，881，800円 3連単： 107，627，200円 計： 425，389，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 280円 � 140円 � 220円 枠 連（1－4） 1，290円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，080円 �� 420円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 21，950円

票 数

単勝票数 計 289025 的中 � 23731（5番人気）
複勝票数 計 412463 的中 � 31248（6番人気）� 94096（1番人気）� 45778（3番人気）
枠連票数 計 180813 的中 （1－4） 10784（4番人気）
馬連票数 計 648672 的中 �� 31457（6番人気）
馬単票数 計 332351 的中 �� 7098（12番人気）
ワイド票数 計 405483 的中 �� 13339（7番人気）�� 9139（14番人気）�� 26502（2番人気）
3連複票数 計 908818 的中 ��� 17100（9番人気）
3連単票数 計1076272 的中 ��� 3554（53番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．1―11．9―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―33．8―45．7―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トブガゴトク �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．6．12 東京13着

2013．3．15生 牡3芦 母 バ ラ イ ロ ー 母母 ローズカーニバル 3戦1勝 賞金 4，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノヴァステッラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月10日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 パラレルユニバース号



25007 9月10日 晴 良 （28中山4）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

24 ヤギリジャスパー 牡3鹿 54 田辺 裕信内田ヤエ子氏 小西 一男 新ひだか 桜井牧場 518± 01：53．4 22．2�
35 レアルイモン 牡4栗 57 二本柳 壮井門 昭二氏 松永 康利 日高 坂 牧場 B500＋141：54．67 27．2�
714 メイプルキング 牡3鹿 54

53 ☆長岡 禎仁節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 462＋ 21：54．7クビ 14．3�
47 ダイワハッスル 牡4栃栗 57

56 ☆石川裕紀人大城 敬三氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B476－ 2 〃 クビ 9．4�
59 ト ゥ ル ッ リ 牡4芦 57 内田 博幸�ラ・メール 田村 康仁 新冠 パカパカ

ファーム 490－ 21：54．8� 5．4�
713 グラスアクト 牡3鹿 54 吉田 豊半沢	 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 450－ 81：54．9クビ 9．9

815� ブレイクエース 牡4鹿 57 福永 祐一 	キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 01：55．0� 6．7�
11 メイショウフェイク 牡4鹿 57 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B510＋ 61：55．1� 8．3�
12 � ウインオベロン 牡4黒鹿57 大野 拓弥坂本 浩一氏 田村 康仁 新ひだか 城地 清満 494＋ 21：55．2� 20．3
611 ジェイケイライアン 牡4鹿 57 武士沢友治小谷野次郎氏 菅原 泰夫 新ひだか 藤川フアーム B478＋ 21：55．3� 10．7�
510 ノーブルクリスタル 牡4鹿 57 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞	湖 レイクヴィラファーム B468－ 41：55．4� 197．0�
816 ドゥリーミン 牝3黒鹿 52

49 ▲野中悠太郎坂本 肇氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 448－ 41：55．5� 35．5�
23 アオイプリンス 牡3鹿 54 戸崎 圭太新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか 下屋敷牧場 524＋141：55．82 4．2�
36 エニシイチダイ 
4鹿 57

54 ▲木幡 巧也大塚 亮一氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 464＋ 21：56．01� 239．0�
48 タイセイブラスト 牡3鹿 54

52 △木幡 初也田中 成奉氏 菊川 正達 日高 日西牧場 496－ 41：57．59 44．7�
612� ホウザンゴッド 牡4栗 57 山本 康志加藤 豊三氏 南田美知雄 むかわ 清水ファーム 486－161：58．03 292．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，436，700円 複勝： 48，159，800円 枠連： 21，945，500円
馬連： 81，961，600円 馬単： 38，874，000円 ワイド： 47，721，600円
3連複： 114，380，300円 3連単： 136，336，500円 計： 520，816，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，220円 複 勝 � 660円 � 670円 � 690円 枠 連（2－3） 6，290円

馬 連 �� 24，250円 馬 単 �� 24，810円

ワ イ ド �� 5，830円 �� 3，490円 �� 5，340円

3 連 複 ��� 83，690円 3 連 単 ��� 461，880円

票 数

単勝票数 計 314367 的中 � 11326（10番人気）
複勝票数 計 481598 的中 � 19276（9番人気）� 18974（10番人気）� 18544（11番人気）
枠連票数 計 219455 的中 （2－3） 2702（24番人気）
馬連票数 計 819616 的中 �� 2619（66番人気）
馬単票数 計 388740 的中 �� 1175（107番人気）
ワイド票数 計 477216 的中 �� 2106（62番人気）�� 3548（48番人気）�� 2301（59番人気）
3連複票数 計1143803 的中 ��� 1025（211番人気）
3連単票数 計1363365 的中 ��� 214（1242番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．1―13．4―12．6―12．2―12．6―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．5―50．9―1：03．5―1：15．7―1：28．3―1：40．6

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ヤギリジャスパー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2015．10．31 東京16着

2013．4．5生 牡3鹿 母 ス ト ッ ク 母母 オブザーヴァント 8戦2勝 賞金 13，250，000円

25008 9月10日 晴 良 （28中山4）第1日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走14時00分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

23 � ネオヴェルザンディ 牝3鹿 52
51 ☆石川裕紀人小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 米 Lake Shore

Farm LLC 460＋ 61：48．3 49．2�
22 アドヴェントス 牝3黒鹿52 福永 祐一 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 456－ 8 〃 アタマ 2．3�
47 スターファセット 牝4鹿 55 柴山 雄一吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 クビ 4．2�
34 ハッピームーン 牡4黒鹿57 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 456＋16 〃 ハナ 30．3�
713 レッドシルヴィ 牝3鹿 52 吉田 豊 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 436＋ 41：48．4	 19．2	
11 マ ー セ ラ ス 牡4黒鹿57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 440＋ 61：48．5	 18．4

35 アイノカケハシ 牝4鹿 55 横山 和生國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 428＋ 21：48．71	 83．7�
46 ブライティアスター 牝5黒鹿 55

52 ▲木幡 巧也小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 468＋121：48．9
 242．7�
712 ボ ル ゲ ー ゼ �4黒鹿57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464－ 41：49．11	 16．0
610 コスモアルヘナ 牡4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 466± 01：49．2クビ 88．6�
815 ナイアガラモンロー 牝4鹿 55 内田 博幸塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 518＋ 81：49．3	 13．9�
814 タニセンビクトリー 牡3鹿 54 蛯名 正義染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 杵臼牧場 490＋ 61：49．4
 13．2�
59 ストーミング 牡5栗 57 大野 拓弥栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 488＋ 61：49．5クビ 63．7�
58 ヴィガーエッジ 牡3鹿 54 田中 勝春島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 482－ 21：49．6
 8．0�
611 プ エ ル ト �4鹿 57 北村 宏司池谷 誠一氏 大竹 正博 洞湖 レイクヴィラファーム 522－221：49．91
 16．7�
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売 得 金
単勝： 40，816，600円 複勝： 55，367，700円 枠連： 25，546，600円
馬連： 93，325，200円 馬単： 42，611，400円 ワイド： 50，784，300円
3連複： 117，761，500円 3連単： 150，981，700円 計： 577，195，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，920円 複 勝 � 660円 � 140円 � 150円 枠 連（2－2） 6，380円

馬 連 �� 6，210円 馬 単 �� 17，890円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 1，710円 �� 290円

3 連 複 ��� 7，530円 3 連 単 ��� 91，370円

票 数

単勝票数 計 408166 的中 � 6626（11番人気）
複勝票数 計 553677 的中 � 13998（11番人気）� 117460（1番人気）� 116131（2番人気）
枠連票数 計 255466 的中 （2－2） 3100（23番人気）
馬連票数 計 933252 的中 �� 11632（22番人気）
馬単票数 計 426114 的中 �� 1786（60番人気）
ワイド票数 計 507843 的中 �� 6240（24番人気）�� 6999（21番人気）�� 52263（1番人気）
3連複票数 計1177615 的中 ��� 11722（19番人気）
3連単票数 計1509817 的中 ��� 1198（299番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―37．3―50．0―1：02．0―1：13．2―1：24．6―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ネオヴェルザンディ �
�
父 Temple City �

�
母父 Stormin Fever デビュー 2016．1．17 中山2着

2013．3．27生 牝3鹿 母 Sixta 母母 Divorce Testimony 7戦2勝 賞金 18，120，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 レッドシルヴィ号の騎手吉田豊は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・11番・10番・9番）

レッドシルヴィ号の騎手吉田豊は，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：15番・9番）
※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 アドマイヤピンク号・シュンクルーズ号・パラノーマル号



25009 9月10日 晴 良 （28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，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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

812 ディバインコード 牡2鹿 54 柴田 善臣 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 472－ 21：35．6 3．6�

710 サクセスムーン 牝2栗 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 上原 博之 新ひだか 見上牧場 432－ 41：35．81� 41．1�
33 グ リ ト ニ ル 牡2鹿 54 吉田 隼人杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 424－ 61：36．12 7．2�
44 サルヴェレジーナ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 上井農場 428－ 2 〃 ハナ 6．2�
56 ミルトドリーム 牡2鹿 54 岩田 康誠永山 勝敏氏 中竹 和也 浦河 北光牧場 478－ 2 〃 アタマ 23．7	
67 ハートオブスワロー 牝2黒鹿54 木幡 初也�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 420± 0 〃 クビ 17．7

55 ブライトンロック 牡2黒鹿54 蛯名 正義坂巻 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 442＋ 41：36．2� 3．4�
68 サクラサクコロ 牡2鹿 54 松岡 正海田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 中地 義次 424－ 21：36．3クビ 85．8�
79 セイウングロリアス 牡2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 武市 康男 新ひだか 山野牧場 464± 0 〃 アタマ 5．4
11 シャイニードライヴ 牡2鹿 54 木幡 巧也小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 雅 牧場 444－ 2 〃 ハナ 17．7�
811 アップルパンチ 牝2黒鹿54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 オリエント牧場 412－ 41：36．61� 268．5�
22 ク ー ロ ゼ 牝2鹿 54 伊藤 工真�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 増本牧場 420－ 41：37．23	 216．5�
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売 得 金
単勝： 42，625，500円 複勝： 49，749，900円 枠連： 18，974，800円
馬連： 100，174，100円 馬単： 47，760，400円 ワイド： 44，155，400円
3連複： 116，659，900円 3連単： 184，410，100円 計： 604，510，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 960円 � 260円 枠 連（7－8） 890円

馬 連 �� 10，250円 馬 単 �� 14，030円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 640円 �� 5，290円

3 連 複 ��� 20，460円 3 連 単 ��� 126，120円

票 数

単勝票数 計 426255 的中 � 94639（2番人気）
複勝票数 計 497499 的中 � 90546（2番人気）� 10420（9番人気）� 50371（5番人気）
枠連票数 計 189748 的中 （7－8） 16431（3番人気）
馬連票数 計1001741 的中 �� 7574（27番人気）
馬単票数 計 477604 的中 �� 2552（50番人気）
ワイド票数 計 441554 的中 �� 4854（27番人気）�� 19061（9番人気）�� 2059（39番人気）
3連複票数 計1166599 的中 ��� 4276（59番人気）
3連単票数 計1844101 的中 ��� 1060（331番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―36．1―48．6―1：00．7―1：12．4―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

ディバインコード �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2016．7．17 福島2着

2014．2．28生 牡2鹿 母 ツーデイズノーチス 母母 ユ ニ バ ー ス 3戦2勝 賞金 18，066，000円

25010 9月10日 晴 良 （28中山4）第1日 第10競走 ��
��1，800�

ま つ ど

松 戸 特 別
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

松戸市長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

510� アースコネクター 牡5栗 57 丸山 元気 �グリーンファーム和田 正道 米
FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

B506± 01：52．4 14．1�
611 デグニティクローズ 牡5鹿 57 石橋 脩�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 536＋141：52．72 27．2�
713 ディアグリスター 牡6鹿 57 吉田 豊ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 松浦牧場 B482－ 21：52．91	 34．7�
36 アルファアリエス 牡5鹿 57 勝浦 正樹�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 466－ 21：53．11 27．0�
12 メイプルレインボー 牡4栗 57 福永 祐一節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 502－ 21：53．31	 10．5�
24 
 エターナルヒーロー �6黒鹿57 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 むかわ 東振牧場 478± 0 〃 アタマ 83．9	
23 チ ャ オ �5芦 57 杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 456± 01：53．51� 176．7

59 ロ ジ テ ー ル 牡7鹿 57 横山 典弘久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 480＋ 61：53．6	 21．1�
48 ルールソヴァール �4栗 57 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 61：53．81 1．3�
35 メリーウィドウ 牝5鹿 55 内田 博幸 シルクレーシング 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 514± 0 〃 クビ 15．9�
11 ダンディーレイ 牡6栗 57 江田 照男 高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 472± 0 〃 アタマ 185．2�
612 クラーロデルナ 牡7鹿 57 田辺 裕信山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 498－ 21：53．9クビ 20．8�
47 パイロキシン 牡4栗 57 柴田 善臣加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B496± 01：54．21	 29．5�
815 メイショウキトラ 牡5栗 57 石川裕紀人松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 490－101：54．62	 159．8�
816 ケツァルコアトル 牡6青鹿57 岩部 純二ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 岡田スタツド 514－ 21：56．08 347．5�
714 フジインザスカイ 牝5鹿 55 大野 拓弥藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 452－181：56．21� 84．0�
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売 得 金
単勝： 48，611，700円 複勝： 157，160，900円 枠連： 33，997，400円
馬連： 129，469，800円 馬単： 77，095，700円 ワイド： 61，756，300円
3連複： 173，052，200円 3連単： 312，806，700円 計： 993，950，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 1，020円 � 1，630円 � 1，550円 枠 連（5－6） 3，030円

馬 連 �� 13，980円 馬 単 �� 36，590円

ワ イ ド �� 3，310円 �� 3，480円 �� 5，200円

3 連 複 ��� 112，370円 3 連 単 ��� 491，940円

票 数

単勝票数 計 486117 的中 � 27566（3番人気）
複勝票数 計1571609 的中 � 41822（4番人気）� 25307（9番人気）� 26720（8番人気）
枠連票数 計 339974 的中 （5－6） 8688（9番人気）
馬連票数 計1294698 的中 �� 7173（29番人気）
馬単票数 計 770957 的中 �� 1580（57番人気）
ワイド票数 計 617563 的中 �� 4834（33番人気）�� 4581（35番人気）�� 3047（48番人気）
3連複票数 計1730522 的中 ��� 1155（164番人気）
3連単票数 計3128067 的中 ��� 461（693番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．6―12．6―12．1―12．1―12．1―12．6―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．1―49．7―1：01．8―1：13．9―1：26．0―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アースコネクター �
�
父 Any Given Saturday �

�
母父 Rahy デビュー 2013．8．25 新潟1着

2011．4．26生 牡5栗 母 Rahy Connection 母母 Connecting Link 21戦3勝 賞金 59，751，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 ゴールドリーガル号追 加 記 事（第 2回札幌競馬第 4日第 6競走）

〔その他〕　　グラシアール号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕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。



25011 9月10日 晴 良 （28中山4）第1日 第11競走 ��
��2，000�第1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 644，000円 184，000円 92，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

818 ビ ッ シ ュ 牝3鹿 54 戸崎 圭太窪田 康志氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 420＋ 41：59．7 3．1�
59 ヴ ィ ブ ロ ス 牝3青 54 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 414± 02：00．12� 5．8�
12 フロンテアクイーン 牝3鹿 54 蛯名 正義長妻 和男氏 国枝 栄 浦河 林 孝輝 456＋ 82：00．73� 11．3�
611 パーシーズベスト 牝3黒鹿54 柴山 雄一 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 452± 0 〃 ハナ 17．2�
510 パールコード 牝3青鹿54 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 千歳 社台ファーム 518＋162：00．8� 3．9�
715 スマートルビー 牝3栗 54 北村 宏司大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 426－ 82：00．9クビ 79．6	
47 ファータグリーン 牝3鹿 54 田辺 裕信斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 434＋18 〃 クビ 34．0

36 ウインファビラス 牝3芦 54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 82：01．11 49．7�
35 シークザフューチャ 牝3栗 54 石川裕紀人�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 440＋14 〃 クビ 210．9
23 ベアインマインド 牝3鹿 54 大野 拓弥宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 426＋ 2 〃 アタマ 35．1�
713 ル フ ォ ー ル 牝3鹿 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋142：01．31	 104．4�
817 クィーンズベスト 牝3鹿 54 岩田 康誠林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 492± 02：01．4� 16．5�
24 ギ モ ー ヴ 牝3鹿 54 内田 博幸吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 458＋ 42：01．6� 23．2�
714 ファイアクリスタル 牝3鹿 54 長岡 禎仁田原 邦男氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 02：02．02� 173．4�
11 ゲ ッ カ コ ウ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 454＋ 82：02．31� 39．7�
816 エンジェルフェイス 牝3黒鹿54 浜中 俊 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 504＋10 〃 クビ 8．6�
612 エミノマユアク 牝3黒鹿54 田中 勝春�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 468＋122：06．1大差 239．2�
48 キリシマオジョウ 牝3黒鹿54 石神 深一土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 514－ 22：07．05 415．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 143，502，200円 複勝： 208，481，900円 枠連： 113，946，100円
馬連： 440，413，800円 馬単： 186，587，300円 ワイド： 216，199，500円
3連複： 681，333，400円 3連単： 985，029，700円 計： 2，975，493，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 210円 � 270円 枠 連（5－8） 290円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 540円 �� 720円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 14，590円

票 数

単勝票数 計1435022 的中 � 364477（1番人気）
複勝票数 計2084819 的中 � 494066（1番人気）� 242234（3番人気）� 165576（5番人気）
枠連票数 計1139461 的中 （5－8） 298989（1番人気）
馬連票数 計4404138 的中 �� 279839（2番人気）
馬単票数 計1865873 的中 �� 62742（3番人気）
ワイド票数 計2161995 的中 �� 107537（2番人気）�� 77749（7番人気）�� 41622（12番人気）
3連複票数 計6813334 的中 ��� 132793（7番人気）
3連単票数 計9850297 的中 ��� 48929（23番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．9―12．1―12．7―12．3―12．1―11．7―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．9―34．8―46．9―59．6―1：11．9―1：24．0―1：35．7―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．7
1
3

・（1，8）3，16（2，6）（4，10，17）（5，13）（9，14）18，12，15，11－7・（1，16）（17，7）3（8，10，18）（2，6，14）（13，9，11）（4，15，12）5
2
4

・（1，8）（3，16）6（2，10，17）（4，13，9，14）（5，18）（15，12）11－7・（1，16，7，18）（3，10，17）2－（14，11）9－（6，15）13，5，4，8，12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビ ッ シ ュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー 2016．2．21 東京1着

2013．1．16生 牝3鹿 母 バ ラ ン セ ラ 母母 Baranciaga 5戦3勝 賞金 82，872，000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。
（非当選馬） 1頭 バレエダンサー号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりビッシュ号・ヴィブロス号・フロンテアクイーン号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

25012 9月10日 晴 良 （28中山4）第1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

36 � サウンドジャンゴ 牡4鹿 57 福永 祐一増田 雄一氏 和田 正道 米 Hibiscus
Stables B514＋ 21：10．9 8．1�

510 タケルラグーン 牡4鹿 57 石橋 脩森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 474± 01：11．22 5．2�
815 アラマサクロフネ 牝5鹿 55 大野 拓弥�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 514－ 2 〃 ハナ 30．2�
611 オーロラッシュ 牡4鹿 57 丸山 元気山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 446－ 81：11．3クビ 16．1�
612 トミケンキルカス 牡4栗 57 田辺 裕信冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 504－ 21：11．51	 2．8�
12 
 アルディバイン 牡5鹿 57 岩田 康誠髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 山下 恭茂 B494－ 41：12．03 35．4	
59 ア オ イ ソ ラ 牡3鹿 55 内田 博幸�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 494± 0 〃 クビ 11．7

713 ファイナルコール 牡3鹿 55 柴山 雄一山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 アタマ 22．3�
23 トウショウデュエル 牡4栗 57

54 ▲木幡 巧也トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 508± 0 〃 ハナ 26．8
35 タマモシルクハット 牡3黒鹿55 横山 和生タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 462＋121：12．1� 45．1�
48 
 ウエスタンレオーネ 牡4青鹿 57

54 ▲菊沢 一樹西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 488＋14 〃 ハナ 216．3�
11 ヒメスズラン 牝5栗 55 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 492－ 41：12．2クビ 114．3�
714�
 ツインプラネット �6鹿 57

55 △木幡 初也窪田 康志氏 中川 公成 米
Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

504＋ 21：12．62	 8．4�
24 
 カシノサクセス 牡4黒鹿57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 野坂牧場 456－111：13．13 141．6�
47 � ワンダーウノ 牡3芦 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 牧 光二 米 John R. Penn B488± 01：14．05 13．6�
816 マイティジャック 牡3黒鹿55 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム B446－101：14．2� 16．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 53，482，400円 複勝： 78，756，400円 枠連： 45，831，900円
馬連： 181，913，300円 馬単： 66，567，600円 ワイド： 90，457，500円
3連複： 217，097，200円 3連単： 301，710，100円 計： 1，035，816，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 290円 � 190円 � 510円 枠 連（3－5） 1，590円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 5，500円

ワ イ ド �� 990円 �� 3，620円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 20，880円 3 連 単 ��� 114，100円

票 数

単勝票数 計 534824 的中 � 52645（3番人気）
複勝票数 計 787564 的中 � 69311（4番人気）� 132224（2番人気）� 33599（9番人気）
枠連票数 計 458319 的中 （3－5） 22254（6番人気）
馬連票数 計1819133 的中 �� 53809（7番人気）
馬単票数 計 665676 的中 �� 9064（16番人気）
ワイド票数 計 904575 的中 �� 24345（7番人気）�� 6292（42番人気）�� 10125（25番人気）
3連複票数 計2170972 的中 ��� 7795（67番人気）
3連単票数 計3017101 的中 ��� 1917（364番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．8―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―45．8―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サウンドジャンゴ �
�
父 Desert Party �

�
母父 Salt Lake デビュー 2015．2．15 東京2着

2012．2．7生 牡4鹿 母 Salt Water Reign 母母 Top Ruhl 13戦2勝 賞金 18，050，000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 サクラエルカミーノ号
（非抽選馬） 2頭 スマイルハッピー号・ファーストオーサー号



（28中山4）第1日 9月10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 180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 手 当

219，800，000円
8，820，000円
1，820，000円
24，110，000円
66，876，750円
5，568，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
513，314，200円
825，131，900円
350，919，900円
1，343，004，700円
646，250，700円
703，051，900円
1，861，075，400円
2，695，211，600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 8，937，960，300円

総入場人員 21，875名 （有料入場人員 17，914名）
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