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2507310月1日 曇 良 （28中山4）第7日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時10分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：52．7
1：50．9

良
不良

12 スターストラック 牡2黒鹿 55
52 ▲木幡 巧也 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 41：56．5 10．4�
510 クインズウィンダム 牡2鹿 55 横山 典弘亀田 和弘氏 奥平 雅士 新冠 隆栄牧場 532± 0 〃 アタマ 4．6�
24 ドルフィンキック 牡2栗 55

52 ▲菊沢 一樹谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 462－101：56．92� 158．8�
23 アンティノウス 牡2黒鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 504－ 81：57．32� 2．5�
11 デ ジ ャ ブ 牡2黒鹿55 吉田 豊平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 500＋ 61：57．51� 30．0�
612 ダウンザライン 牡2芦 55 蛯名 正義	Basic 尾形 充弘 新冠 ラツキー牧場 460－ 41：57．6アタマ 6．9

47 サイモンガオ 牡2鹿 55 勝浦 正樹澤田 昭紀氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 456＋ 21：57．7� 66．6�
611 ドリームキャンパス 牡2鹿 55 大野 拓弥堀口 晴男氏 新開 幸一 日高 ヤナガワ牧場 468－121：58．55 129．6�
713 トゥザキングダム 牡2青鹿55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 田島 俊明 安平 追分ファーム 462± 01：58．6クビ 4．7
815 ゴールドコーナー 牡2栗 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 高昭牧場 498＋14 〃 クビ 59．6�
36 エスポワールママン 牝2栗 54 丹内 祐次吉見 典子氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 456＋10 〃 アタマ 19．5�
59 エーブインブレム 牡2鹿 55

52 ▲藤田菜七子阿部 紀子氏 根本 康広 新ひだか 松本牧場 442－ 41：58．7クビ 117．5�
816 ハ イ ハ ッ ト 牡2黒鹿 55

54 ☆中井 裕二畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 中神牧場 436± 01：59．02 233．9�
48 リワードサヴァラン 牡2栗 55 内田 博幸宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 468－161：59．63� 64．9�
35 ド ゥ ー ブ ル 	2芦 55

54 ☆長岡 禎仁�ヒダカファーム竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム B486－ 21：59．7クビ 60．5�
714 フレンドカグラ 牝2鹿 54 丸山 元気横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 山田 昇史 480± 02：00．87 70．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，158，600円 複勝： 39，024，300円 枠連： 14，238，600円
馬連： 61，694，600円 馬単： 34，861，900円 ワイド： 34，993，100円
3連複： 82，874，100円 3連単： 109，829，000円 計： 405，674，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 380円 � 230円 � 2，550円 枠 連（1－5） 1，970円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 4，430円

ワ イ ド �� 930円 �� 13，900円 �� 10，160円

3 連 複 ��� 100，900円 3 連 単 ��� 400，130円

票 数

単勝票数 計 281586 的中 � 21576（5番人気）
複勝票数 計 390243 的中 � 26495（6番人気）� 53218（4番人気）� 3311（15番人気）
枠連票数 計 142386 的中 （1－5） 5577（9番人気）
馬連票数 計 616946 的中 �� 22446（9番人気）
馬単票数 計 348619 的中 �� 5900（17番人気）
ワイド票数 計 349931 的中 �� 10210（9番人気）�� 632（70番人気）�� 866（61番人気）
3連複票数 計 828741 的中 ��� 616（157番人気）
3連単票数 計1098290 的中 ��� 199（692番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．6―50．7―1：03．5―1：16．2―1：29．3―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．3
1
3
3，4（1，5）－14（2，15）13（7，10，16）－（6，12）9，11＝8
3，4（1，5）（2，13，14，15）（7，16）10，12，6（11，9）＝8

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

勝馬の
紹 介

スターストラック �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．7．24 福島6着

2014．3．10生 牡2黒鹿 母 クルンプホルツ 母母 ニシノエルハーブ 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走状況〕 サイモンガオ号は，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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウインエスターテ号・エゾグレイン号・サノリュウ号・ハッピーパーティー号
（非抽選馬） 1頭 バトルサンバ号

2507410月1日 曇 良 （28中山4）第7日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時40分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

12 インフルエンサー 牡2鹿 55 田辺 裕信中西 功氏 谷原 義明 浦河 中村 雅明 438± 01：10．5 3．7�
510 カシノロマンス 牝2黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド 424＋ 2 〃 クビ 10．7�
714 ヤマニンシーベリー 牝2栗 54

52 △木幡 初也土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 442＋ 8 〃 ハナ 8．9�
48 アドバンスクライ 牡2鹿 55 江田 照男西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 440＋101：10．71� 60．9�
713 ガッテンパートナー 牡2栗 55 吉田 豊大島 芳子氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 446＋ 2 〃 クビ 2．9�
24 ショウナンマッシブ 牡2鹿 55 戸崎 圭太国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 468＋ 81：10．8� 5．1�
611 ハルネセジール 牝2栗 54 柴田 大知二宮 一之氏 畠山 吉宏 浦河 山田 昇史 400－ 21：10．9	 32．0	
35 ルチアーノカフェ 牡2黒鹿 55

52 ▲木幡 巧也西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 472＋141：11．22 19．2

816 ナムラアヴィ 牝2栗 54 L．オールプレス 奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 456＋161：11．3� 107．9�

（新）

47 ライフライン 牡2鹿 55
52 ▲菊沢 一樹�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B472－ 41：11．51 79．1

36 クラウンジョイア 牡2青鹿55 大野 拓弥矢野 恭裕氏 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 442± 01：11．71� 15．2�
11 シゲルピューマ 牡2栗 55

53 △井上 敏樹森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 大林ファーム 402＋ 6 〃 アタマ 167．6�
815 キタノリツメイ 牝2栗 54 内田 博幸�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 446＋ 4 〃 ハナ 26．9�
612 フェスティヴワール 牡2鹿 55

53 △原田 和真臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 北星村田牧場 434＋ 81：12．01	 267．8�
23 クリノカグヤヒメ 牝2黒鹿54 黛 弘人栗本 博晴氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 422＋221：12．1クビ 287．9�
59 セレステアルスター 牝2青鹿54 丸田 恭介�錦岡牧場 和田 正道 新冠 錦岡牧場 416＋ 61：12．31� 165．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，934，700円 複勝： 35，794，000円 枠連： 17，040，300円
馬連： 54，109，100円 馬単： 28，578，400円 ワイド： 32，642，400円
3連複： 71，840，300円 3連単： 89，266，000円 計： 353，205，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 310円 � 240円 枠 連（1－5） 1，970円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 690円 �� 570円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 19，470円

票 数

単勝票数 計 239347 的中 � 50727（2番人気）
複勝票数 計 357940 的中 � 78139（2番人気）� 25192（6番人気）� 36366（4番人気）
枠連票数 計 170403 的中 （1－5） 6675（8番人気）
馬連票数 計 541091 的中 �� 21405（7番人気）
馬単票数 計 285784 的中 �� 6779（11番人気）
ワイド票数 計 326424 的中 �� 12314（7番人気）�� 15293（6番人気）�� 6760（14番人気）
3連複票数 計 718403 的中 ��� 13133（13番人気）
3連単票数 計 892660 的中 ��� 3323（56番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―11．8―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．7―46．5―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インフルエンサー �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．7．2 中京6着

2014．4．13生 牡2鹿 母 ヒシアリエル 母母 ヒ シ タ エ コ 5戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走状況〕 シゲルピューマ号は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クリップスプリンガ号・シュピールカルテ号・ヤマタケシンバ号
（非抽選馬） 1頭 トラストティール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第４回 中山競馬 第７日



2507510月1日 曇 良 （28中山4）第7日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時10分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

35 キセキノムスメ 牝3青鹿 55
54 ☆中井 裕二�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 454± 01：12．3 6．1�

59 エクセルワールド 牡3黒鹿57 内田 博幸前原 敏行氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 518－ 61：12．61� 8．7�
611� ブラウンキャビア 牝3鹿 55 田辺 裕信吉田 和子氏 大和田 成 愛 Tally－Ho

Stud 420＋ 41：12．91� 5．6�
48 タ ー ミ ナ ス 牝3鹿 55 吉田 隼人�G1レーシング 栗田 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 21：13．0	 154．3�
713� ボスキャットグレイ 牡3芦 57 戸崎 圭太林 正道氏 上原 博之 米 Dr. Jerry Bilinski

& Harry Patten 468－ 2 〃 クビ 3．1	
714 ピーエムルッカ 牝3鹿 55

52 ▲木幡 巧也松山 毅氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：13．1クビ 18．4

816� ナイアガラロール 牝3鹿 55 L．オールプレス 吉田 和美氏 栗田 徹 米 Empire

Equines, LLC B474－ 2 〃 クビ 7．8�
（新）

510 ラ ブ ロ イ 
3青鹿 57
56 ☆長岡 禎仁 M・

Kenichiホールディング� 小島 茂之 浦河 宮内牧場 462－ 41：13．31� 129．9�
612 ハッピーダンサー 牝3鹿 55 柴田 大知前迫 義幸氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 462＋221：13．51	 14．7
24 マ ッ ク ー ル 牡3鹿 57 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 B486－ 61：13．6	 9．8�
47 メラニオーン 
3栗 57

55 △原田 和真岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新ひだか 棚川 光男 472＋121：13．81� 110．3�
12 フレンチジェンヌ 牝3栗 55

53 △木幡 初也草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 446＋ 4 〃 クビ 10．9�
11 � ルネサンスボーイ 牡3鹿 57 松岡 正海林 正道氏 高柳 瑞樹 米 Summer

Wind Farm 500－ 21：13．9クビ 171．8�
36 セイユウスプリング 牝3芦 55 宮崎 北斗松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 448＋161：14．0	 377．3�
23 ブルークリフ 牡3鹿 57

54 ▲菊沢 一樹 �ブルーマネジメント松山 将樹 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 426－ 21：14．1	 170．3�

815 ロイヤルビーナス 牝3栗 55
53 △伴 啓太入山 和男氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 434＋101：14．52	 204．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，131，900円 複勝： 45，756，500円 枠連： 15，387，200円
馬連： 65，346，000円 馬単： 34，025，000円 ワイド： 40，547，200円
3連複： 89，926，300円 3連単： 109，993，900円 計： 432，114，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 210円 � 290円 � 170円 枠 連（3－5） 2，650円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 890円 �� 650円 �� 970円

3 連 複 ��� 4，870円 3 連 単 ��� 27，050円

票 数

単勝票数 計 311319 的中 � 40198（3番人気）
複勝票数 計 457565 的中 � 55035（3番人気）� 35655（6番人気）� 81811（2番人気）
枠連票数 計 153872 的中 （3－5） 4494（12番人気）
馬連票数 計 653460 的中 �� 17699（15番人気）
馬単票数 計 340250 的中 �� 5192（22番人気）
ワイド票数 計 405472 的中 �� 11615（12番人気）�� 16525（4番人気）�� 10600（15番人気）
3連複票数 計 899263 的中 ��� 13834（16番人気）
3連単票数 計1099939 的中 ��� 2948（86番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．1―12．1―13．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．6―45．7―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．7
3 ・（2，4，13）16－15（7，11）（5，12）6（3，14）9，10－8－1 4 ・（2，4，13）16，7（15，11）（5，12）（14，9）10（6，3）－8－1

勝馬の
紹 介

キセキノムスメ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 オ ー ス デビュー 2016．1．17 中山11着

2013．3．12生 牝3青鹿 母 オースノムスメ 母母 サツキムスメ 9戦1勝 賞金 10，380，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 シラーグランツ号・セイクリッドシー号・ナイトオブスターズ号・パラレルユニバース号・フォルテミニョン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2507610月1日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （28中山4）第7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

710 プ ロ ス パ ー 牡5黒鹿60 平沢 健治前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 494－ 23：18．4 7．1�

56 クリノヒマラヤオー 牡6黒鹿60 熊沢 重文栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 488－ 43：18．71� 3．9�
79 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 488＋ 83：19．33� 2．8�
22 	 ジュールドトネール 牡6青鹿60 小野寺祐太吉田 和美氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 508＋ 23：19．62 3．9�
11 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 484＋ 4 〃 ハナ 10．5�
811 ウ ラ ワ ザ 牡3黒鹿58 山本 康志内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 B508＋ 63：20．77 33．9�
55 ネ ク ス ト 牡3鹿 58 石神 深一橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 杵臼牧場 474± 03：20．91� 24．8	
67 	 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 472＋ 23：21．21� 21．5�
68 	 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± 03：25．1大差 60．2�
812	 ナ ウ シ カ 牝5鹿 58 金子 光希平川 浩之氏 加藤 和宏 新ひだか カントリー牧場 414± 03：25．52� 124．1
33 ヴ イ カ ン プ 牡3鹿 58 草野 太郎岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 468＋123：25．6クビ 87．6�
44 	 デ ィ ナ ー ル 牡4鹿 60 高野 和馬江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 476＋20 （競走中止） 156．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，421，900円 複勝： 23，935，300円 枠連： 13，305，300円
馬連： 39，511，200円 馬単： 25，114，900円 ワイド： 25，454，900円
3連複： 61，473，900円 3連単： 97，452，800円 計： 306，670，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 170円 � 150円 � 130円 枠 連（5－7） 410円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 580円 �� 360円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 11，920円

票 数

単勝票数 計 204219 的中 � 22926（4番人気）
複勝票数 計 239353 的中 � 32725（4番人気）� 38200（3番人気）� 56533（1番人気）
枠連票数 計 133053 的中 （5－7） 25031（1番人気）
馬連票数 計 395112 的中 �� 18813（7番人気）
馬単票数 計 251149 的中 �� 5431（16番人気）
ワイド票数 計 254549 的中 �� 10273（7番人気）�� 18362（3番人気）�� 23227（2番人気）
3連複票数 計 614739 的中 ��� 33283（4番人気）
3連単票数 計 974528 的中 ��� 5923（39番人気）
上り 1マイル 1：48．9 4F 52．6－3F 39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→�」
1
�
7－（10，9）－11－6－（5，2）－1＝8，12，4－3・（10，7，9）11（6，2）－（5，1）＝12－4（8，3）

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

勝馬の
紹 介

プ ロ ス パ ー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．7．21 中京3着

2011．3．16生 牡5黒鹿 母 オーディエンス 母母 シェイクハンド 障害：6戦1勝 賞金 12，400，000円
〔競走中止〕 ディナール号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため決勝線手前で競走中止。

追 加 記 事（第 4回中山競馬第 5日第 2競走）
〔その他〕　　シラバブ号は，競走中に疾病〔右第２中手骨々折〕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。



2507710月1日 曇 良 （28中山4）第7日 第5競走 ��
��1，200�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
1：07．8
1：07．8

良
良

35 � マイネルアムニス 牡2芦 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph

Berglar 486 ―1：09．8 1．6�
47 メ ー テ ィ ス 牝2鹿 54 蛯名 正義ニットー商事� 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 426 ―1：10．11� 10．9�
11 ト ル マ リ 牝2鹿 54 北村 宏司水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 436 ―1：10．31	 11．4�
23 ユトリチャン 牝2鹿 54 的場 勇人田端 修氏 的場 均 新冠 安達 洋生 408 ― 〃 アタマ 22．6�
12 ア ロ 牝2鹿 54 江田 照男石川 秀守氏 菅原 泰夫 新ひだか サンコウ牧場 362 ―1：10．61� 148．1�
59 ルーナデラセーラー 牝2黒鹿54 大野 拓弥加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 482 ―1：11．13 9．5	
48 ツウフラワーズ 牝2栗 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 池上 昌弘 新冠 つつみ牧場 446 ―1：11．31 211．0

815 カラーアゲン 牝2栗 54 嘉藤 貴行浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 480 ―1：11．4	 76．7�
510 アキサミヨー 牝2芦 54 丸田 恭介瀬谷 �雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 422 ―1：11．5	 19．1
36 ムーンロード 牝2鹿 54 柴山 雄一吉田 昭一氏 畠山 吉宏 新ひだか 静内酒井牧場 394 ―1：11．71	 53．9�
713 ミ コ キ ラ ラ 牝2鹿 54 吉田 隼人古賀 慎一氏 谷原 義明 新冠 若林牧場 416 ―1：12．12	 114．5�
714 エフティリンダ 牝2鹿 54 村田 一誠吉野 英子氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 438 ― 〃 ハナ 78．5�
611 ウィーヴァー 牝2鹿 54 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 420 ―1：12．31
 14．0�
612 クラウンハイト 牡2黒鹿55 武士沢友治矢野まり子氏 田島 俊明 登別 青藍牧場 430 ―1：12．4クビ 186．2�
24 カシノマルキーズ 牝2青鹿 54

52 △木幡 初也柏木 務氏 天間 昭一 新冠 村田牧場 422 ―1：12．5� 175．2�
816 ガレットショコラ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 414 ―1：13．67 7．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，591，500円 複勝： 36，445，200円 枠連： 14，908，700円
馬連： 50，386，600円 馬単： 34，548，800円 ワイド： 31，626，300円
3連複： 66，344，300円 3連単： 104，654，600円 計： 367，506，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 200円 � 190円 枠 連（3－4） 720円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 310円 �� 320円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 4，130円

票 数

単勝票数 計 285915 的中 � 136555（1番人気）
複勝票数 計 364452 的中 � 149289（1番人気）� 32584（4番人気）� 34627（3番人気）
枠連票数 計 149087 的中 （3－4） 15910（3番人気）
馬連票数 計 503866 的中 �� 53037（3番人気）
馬単票数 計 345488 的中 �� 28197（2番人気）
ワイド票数 計 316263 的中 �� 27943（2番人気）�� 26668（3番人気）�� 9493（8番人気）
3連複票数 計 663443 的中 ��� 29738（3番人気）
3連単票数 計1046546 的中 ��� 18360（5番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．1―11．4―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．3―45．7―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マイネルアムニス �
�
父 Mizzen Mast �

�
母父 Peintre Celebre 初出走

2014．2．12生 牡2芦 母 Patineuse 母母 Parisienne 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アクアオーラ号・グッドヒューマー号・コメンテーター号・パンドラフォンテン号・プンメリン号

2507810月1日 曇 良 （28中山4）第7日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時00分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

816 ブランシェクール 牝3芦 53 戸崎 圭太 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：53．3 3．0�
713 カ ン デ ラ 牝4黒鹿55 内田 博幸ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B486－121：53．61� 3．2�
12 コパノビジン 牝3鹿 53

50 ▲木幡 巧也小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 B458＋ 61：53．92 11．6�
611 ハマヒルガオ 牝3黒鹿53 L．オールプレス 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 478＋ 81：54．22 16．0�

（新）

510 ス ク ラ ッ タ 牝3黒鹿 53
51 △伴 啓太吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 398＋ 61：54．3クビ 23．3	

11 サンウィノナ 牝4鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 奥村 武 日高 シンボリ牧場 444－ 41：54．4� 36．7

24 ナ ス カ ザ ン 牝4鹿 55 津村 明秀小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B482＋ 21：54．82� 11．5�
47 � ラゴディラゴライ 牝6鹿 55 田辺 裕信佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：54．9� 35．5�
815 ニシノプレシャス 牝4栗 55 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 450＋ 21：55．11� 95．2
23 スプリングキャロル 牝3鹿 53

52 ☆長岡 禎仁 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 420＋101：55．2クビ 51．5�
35 � ホホエムオンナ 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子�大北牧場 浅野洋一郎 浦河 大北牧場 456＋ 81：55．41	 117．8�
612 ファンシーミューズ 牝5鹿 55 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 514＋161：55．61	 17．0�
59 マカワオクイーン 牝4栗 55 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 494± 01：56．02� 57．2�
36 プレシャスムーン 牝5鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B452± 0 〃 ハナ 205．1�
48 レッドアルカナ 牝3鹿 53 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 478＋ 21：57．17 6．1�

（15頭）
714 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 500＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 34，975，900円 複勝： 49，527，200円 枠連： 19，179，100円
馬連： 79，666，300円 馬単： 41，335，100円 ワイド： 49，450，500円
3連複： 105，691，400円 3連単： 131，256，900円 計： 511，082，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 140円 � 270円 枠 連（7－8） 530円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 280円 �� 860円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 7，050円

票 数

単勝票数 差引計 349759（返還計 349） 的中 � 90434（1番人気）
複勝票数 差引計 495272（返還計 795） 的中 � 101771（2番人気）� 106749（1番人気）� 34832（5番人気）
枠連票数 差引計 191791（返還計 149） 的中 （7－8） 27706（1番人気）
馬連票数 差引計 796663（返還計 2398） 的中 �� 105473（1番人気）
馬単票数 差引計 413351（返還計 1432） 的中 �� 28957（2番人気）
ワイド票数 差引計 494505（返還計 1823） 的中 �� 50022（1番人気）�� 13246（9番人気）�� 26235（4番人気）
3連複票数 差引計1056914（返還計 6306） 的中 ��� 40095（3番人気）
3連単票数 差引計1312569（返還計 5993） 的中 ��� 13488（7番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．9―12．5―12．4―12．2―12．6―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．7―50．2―1：02．6―1：14．8―1：27．4―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブランシェクール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．6．28 東京11着

2013．2．19生 牝3芦 母 モンプティクール 母母 ゲートドクール 9戦2勝 賞金 17，600，000円
〔競走除外〕 ヒメスズラン号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため装鞍所で競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブライティアスター号
（非抽選馬） 1頭 ゴールドミライ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2507910月1日 曇 良 （28中山4）第7日 第7競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時30分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

35 グリントオブライト 牝3栗 52 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 432＋102：15．2 5．6�
815� イ チ ダ イ 牡3鹿 54 大野 拓弥中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 524＋ 2 〃 ハナ 3．2�
510	 ラハイナルナ 牡5鹿 57 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 愛 S. F. Blood-
stock LLC 528－ 82：15．51
 20．6�

59 マコトギンスバーグ 牡4鹿 57 吉田 豊�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 470＋12 〃 クビ 5．6�
23 エバーシャルマン 牝4黒鹿55 L．オールプレス 宇田 豊氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474± 02：15．6クビ 5．1	

（新）

36 ラッシュアワー 牡3黒鹿54 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488－ 42：15．81� 6．5


713� トップターゲット �3黒鹿54 柴山 雄一�コオロ 萱野 浩二 新冠 細川農場 450＋ 22：15．9クビ 53．7�
47 タルトオポム 牡5黒鹿 57

54 ▲木幡 巧也亀山 敬司氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 454－ 62：16．11 33．3�
12 スカーレットデビル 牡4鹿 57 丸山 元気片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 480± 0 〃 ハナ 99．7
611 コスモヴェッキオ 牡3黒鹿54 松岡 正海岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 8 〃 同着 16．1�
714 シンボリネルソン 牡5黒鹿57 柴田 大知シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 434－ 62：16．2� 51．7�
816 ウインブルースカイ 牡3栗 54 丹内 祐次�ウイン 清水 英克 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 454－ 4 〃 ハナ 159．0�
48 シュンクルーズ 牡4黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ
ファーム 458＋ 42：16．3
 61．5�

612 シャドウカラーズ 牝5鹿 55 吉田 隼人飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 486＋142：16．4� 273．0�
817� ナ ポ レ オ ン 牡4栗 57 江田 照男前迫 義幸氏 尾関 知人 新ひだか タイヘイ牧場 464－ 42：17．25 256．2�
11 コスモムルジム 牡4青鹿57 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 山野牧場 478－10 〃 ハナ 49．6�
24 � クリノチョモラーリ 牝6栗 55

53 △井上 敏樹栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 498＋102：17．3
 444．0�
（17頭）

売 得 金
単勝： 32，356，900円 複勝： 48，354，800円 枠連： 21，560，100円
馬連： 78，016，600円 馬単： 37，603，100円 ワイド： 44，300，000円
3連複： 97，683，300円 3連単： 128，836，100円 計： 488，710，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 140円 � 450円 枠 連（3－8） 580円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，730円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 5，430円 3 連 単 ��� 23，700円

票 数

単勝票数 計 323569 的中 � 45854（3番人気）
複勝票数 計 483548 的中 � 63422（4番人気）� 119114（1番人気）� 19745（7番人気）
枠連票数 計 215601 的中 （3－8） 28579（1番人気）
馬連票数 計 780166 的中 �� 63758（3番人気）
馬単票数 計 376031 的中 �� 13935（6番人気）
ワイド票数 計 443000 的中 �� 31391（3番人気）�� 6169（17番人気）�� 8522（13番人気）
3連複票数 計 976833 的中 ��� 13481（15番人気）
3連単票数 計1288361 的中 ��� 3941（71番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―13．2―13．0―12．8―12．3―12．1―12．1―11．6―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．3―37．5―50．5―1：03．3―1：15．6―1：27．7―1：39．8―1：51．4―2：03．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．4
1
3
1，4（2，12）11，7（3，5）16（8，10）14，9，15－6（13，17）
1（4，12）（2，11，7）（3，5）（10，16）（8，15）14，9，6，13－17

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

勝馬の
紹 介

グリントオブライト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Kris S. デビュー 2015．11．8 東京3着

2013．2．24生 牝3栗 母 アドマイヤライト 母母 ホワットケイティーディド 9戦2勝 賞金 18，850，000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） 1頭 ドンチャブ号
（非抽選馬） 4頭 ヴィガーエッジ号・ストーミング号・ナンヨーテンプル号・ファータグリーン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2508010月1日 曇 良 （28中山4）第7日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳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

59 シゲルテングダイ 牡3栗 55 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 大林ファーム 486＋ 21：11．2 8．0�
23 タケルラグーン 牡4鹿 57 戸崎 圭太森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 480＋ 61：11．3� 2．9�
612 アミーキティア 牝4栗 55 丸田 恭介�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 8 〃 ハナ 2．8�
35 イワヌガハナ �4黒鹿57 横山 和生國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム B472＋ 61：11．4クビ 111．9�
611 ア ウ リ ン 牡4青鹿57 田辺 裕信山本弥恵子氏 田中 剛 新冠 須崎牧場 512＋121：11．5� 7．5�
48 オレオールカフェ 牡3黒鹿55 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 450＋ 21：11．71� 14．2	
12 ロージーサンセット 牝3鹿 53

50 ▲木幡 巧也村島 昭男氏 杉浦 宏昭 新冠 カミイスタット 480± 0 〃 ハナ 7．6

815 ギンガメテオール �4芦 57

55 △井上 敏樹森山 進氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 500－ 61：11．8クビ 205．7�
11 キョウエイスコール 牡3栗 55 柴山 雄一田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 484－121：12．01� 41．9�
510 パミーナコラッジョ 牝3鹿 53 勝浦 正樹桜井 忠隆氏 水野 貴広 新冠 須崎牧場 492－ 8 〃 クビ 65．0
713	 シンボリマティス 牡4鹿 57 津村 明秀シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 484＋ 21：12．1クビ 165．7�
816 コスモキーマン 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 川越ファーム 460－ 41：12．2
 53．3�
24 ジ イ サ マ 牡3栗 55

53 △木幡 初也小田切 光氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 494＋ 81：12．3
 197．7�
47 グランアラミス �4栗 57

55 △伴 啓太岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 池田牧場 502＋ 61：12．4
 196．4�
714 カシノアーニング 牡3鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 B452＋121：12．5
 145．0�
36 ニシノイナズマ 牡5芦 57 内田 博幸西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 492－ 41：12．6� 69．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，536，000円 複勝： 50，102，400円 枠連： 21，748，200円
馬連： 84，911，400円 馬単： 42，877，300円 ワイド： 45，543，900円
3連複： 105，289，800円 3連単： 153，552，400円 計： 537，561，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 200円 � 130円 � 140円 枠 連（2－5） 1，080円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 390円 �� 420円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 9，760円

票 数

単勝票数 計 335360 的中 � 33151（5番人気）
複勝票数 計 501024 的中 � 49757（6番人気）� 112416（1番人気）� 103990（2番人気）
枠連票数 計 217482 的中 （2－5） 15497（5番人気）
馬連票数 計 849114 的中 �� 60083（3番人気）
馬単票数 計 428773 的中 �� 11481（13番人気）
ワイド票数 計 455439 的中 �� 28189（3番人気）�� 25513（4番人気）�� 56245（1番人気）
3連複票数 計1052898 的中 ��� 67915（2番人気）
3連単票数 計1535524 的中 ��� 11396（29番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．0―11．8―12．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．6―45．4―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルテングダイ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2015．9．19 中山1着

2013．3．31生 牡3栗 母 ヒロコファンタジー 母母 スケアヘッドライン 10戦2勝 賞金 18，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 オレオールカフェ号の騎手田中勝春は，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：10番）



2508110月1日 曇 良 （28中山4）第7日 第9競走 ��
��1，200�カンナステークス

発走14時35分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

68 タイムトリップ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 474－ 61：09．1 2．9�
45 ダノンハイパワー 牡2黒鹿55 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 494－ 81：09．31� 22．7�
812 ナリノメジャー 牝2栗 54 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 41：09．4	 16．9�
57 コロラトゥーレ 牝2鹿 54 丸山 元気廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 434＋ 6 〃 クビ 10．6�
56 マンカストラップ 牡2青鹿55 内田 博幸�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 470± 01：09．5
 16．7	
33 レジーナフォルテ 牝2黒鹿54 大野 拓弥永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 478＋ 41：09．6クビ 8．4

44 ザベストエバー 牡2黒鹿55 吉田 隼人古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 440＋ 6 〃 クビ 45．4�
69 カシノマスト 牡2栗 56 川須 栄彦柏木 務氏 蛯名 利弘 鹿児島 神野 生男 424＋ 61：09．7クビ 5．1�
710 ポッドジーニー 牝2黒鹿54 松岡 正海小川眞査雄氏 伊藤 伸一 新ひだか 下屋敷牧場 452＋ 21：09．91	 78．5
11 � ビービーアングラー 牝2黒鹿54 石橋 脩�坂東牧場 中舘 英二 平取 坂東牧場 442＋ 61：10．0
 60．8�
22 タケショウベスト 牝2鹿 54 蛯名 正義�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 446－ 61：10．1	 4．1�
813 ポ ン ポ ン 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ハクツ牧場 428＋ 41：10．2	 21．9�
711 ワールドツアラー 牝2鹿 54 吉田 豊 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 394－ 81：10．62	 176．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，588，900円 複勝： 61，415，700円 枠連： 28，763，300円
馬連： 110，201，700円 馬単： 51，897，100円 ワイド： 55，024，500円
3連複： 136，676，000円 3連単： 198，790，500円 計： 686，357，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 540円 � 390円 枠 連（4－6） 1，670円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 930円 �� 3，460円

3 連 複 ��� 11，910円 3 連 単 ��� 51，970円

票 数

単勝票数 計 435889 的中 � 118769（1番人気）
複勝票数 計 614157 的中 � 150759（1番人気）� 23072（9番人気）� 34446（6番人気）
枠連票数 計 287633 的中 （4－6） 13291（7番人気）
馬連票数 計1102017 的中 �� 28349（13番人気）
馬単票数 計 518971 的中 �� 7713（19番人気）
ワイド票数 計 550245 的中 �� 12006（15番人気）�� 15543（10番人気）�� 3961（38番人気）
3連複票数 計1366760 的中 ��� 8601（43番人気）
3連単票数 計1987905 的中 ��� 2773（177番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．1―11．3―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．5―44．8―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイムトリップ �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 ホークアタック デビュー 2016．7．2 福島1着

2014．3．26生 牡2黒鹿 母 ミルフォードスバル 母母 グリーンサムナー 4戦2勝 賞金 37，656，000円

2508210月1日 曇 良 （28中山4）第7日 第10競走 ��
��2，000�

な ら し の

習 志 野 特 別
発走15時10分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

812 ミライヘノツバサ 牡3芦 55 柴田 大知三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 488－ 42：01．6 6．6�
11 ストレンジクォーク 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：01．81� 1．6�
45 オウケンブラック 牡5鹿 57 蛯名 正義福井 明氏 田中 剛 洞	湖 レイクヴィラファーム 474－ 42：01．9
 16．1�
33 テスタメント 牡5鹿 57 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 444＋ 2 〃 クビ 36．3�
22 サウンドメモリー 牡5鹿 57 松岡 正海嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 484＋ 22：02．0クビ 55．7�
56 オンタケハート 牡5鹿 57 田中 勝春宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 484－10 〃 ハナ 89．1	
710 デルカイザー �5黒鹿57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482＋222：02．1� 20．3

711 アッシュゴールド 牡4栗 57 内田 博幸 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋10 〃 ハナ 17．5�
57 プランスシャルマン 牡3栗 55 田辺 裕信村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 456＋ 42：02．2� 7．1�
813 エニグマバリエート 牡4青鹿57 柴山 雄一平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 484± 02：02．51
 9．5
68 スズカヴァンガード �5栗 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 B482± 02：02．6
 74．3�
69 ライジングティアラ 牝3鹿 53 丸田 恭介�谷川牧場 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 466－182：02．81� 268．2�
44 コスモオリオン 牡3鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 池上 昌和 日高 豊洋牧場 444－ 22：03．97 333．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 48，292，300円 複勝： 178，333，400円 枠連： 32，387，500円
馬連： 125，197，300円 馬単： 85，658，600円 ワイド： 62，526，000円
3連複： 164，596，100円 3連単： 337，042，300円 計： 1，034，033，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 170円 � 110円 � 240円 枠 連（1－8） 280円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，110円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 11，280円

票 数

単勝票数 計 482923 的中 � 58029（2番人気）
複勝票数 計1783334 的中 � 85620（3番人気）� 1348785（1番人気）� 48861（5番人気）
枠連票数 計 323875 的中 （1－8） 86575（1番人気）
馬連票数 計1251973 的中 �� 170393（2番人気）
馬単票数 計 856586 的中 �� 36274（7番人気）
ワイド票数 計 625260 的中 �� 60106（3番人気）�� 12729（12番人気）�� 42722（4番人気）
3連複票数 計1645961 的中 ��� 68542（6番人気）
3連単票数 計3370423 的中 ��� 21648（36番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―13．5―12．1―12．9―12．0―11．6―11．4―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．3―37．8―49．9―1：02．8―1：14．8―1：26．4―1：37．8―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミライヘノツバサ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 シルバーチャーム デビュー 2015．10．17 東京6着

2013．4．27生 牡3芦 母 タムロブライト 母母 タムロチェリー 9戦3勝 賞金 35，318，000円
※コスモオリオン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

追 加 記 事（第 4回中山競馬第 6日第 3競走）
〔その他〕　　アンブラッセモワ号は，競走中に疾病〔左第３手根骨矢状骨折〕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。



2508310月1日 曇 良 （28中山4）第7日 第11競走
凱旋門賞初売記念

��
��1，600�

しゅうふう

秋風ステークス
発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 910，000
910，000

円
円

付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード
中央レコード

1：30．7
1：30．7

良
良

36 マルターズアポジー 牡4鹿 57 田辺 裕信藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 540＋161：33．6 20．3�
59 グランシルク 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：33．81� 2．9�
510	 ルグランフリソン 牡3鹿 55 勝浦 正樹前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 464－ 41：34．01
 60．5�
611 ウインフェニックス 牡5鹿 57 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 474± 01：34．1
 27．9�
11 メドウヒルズ 牡5栗 57 吉田 隼人�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム B474＋141：34．2� 97．1	
23 ダノンメジャー 牡4栗 57 小牧 太�ダノックス 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 同着 8．5

24 ゴットフリート 牡6栗 57 吉田 豊 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 488－ 21：34．3
 34．7�
35 ロ ス カ ボ ス 牡3黒鹿55 石橋 脩吉田 照哉氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 504＋10 〃 ハナ 15．1�
47 ネオスターダム 牡4黒鹿57 内田 博幸一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 486－ 21：34．4クビ 3．5
816 ペルソナリテ 牝3鹿 53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 8 〃 ハナ 42．1�
48 セイクレットレーヴ 牡7鹿 57 柴田 善臣嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 474± 01：34．5
 53．1�
714 ア ル テ 牡5栗 57 津村 明秀 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 454－ 4 〃 クビ 152．0�
713 ストーミーシー 牡3栗 55 江田 照男�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 522－141：34．71� 15．5�
12 ダイワレジェンド 牝5栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 502＋ 8 〃 クビ 61．2�
815� クリノハッチャン 牝5鹿 55 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 470－ 81：34．8
 174．7�
612 ミッキージョイ 牡4鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 新ひだか 矢野牧場 508＋ 6 〃 クビ 6．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 84，863，000円 複勝： 117，220，300円 枠連： 59，383，300円
馬連： 306，014，700円 馬単： 127，609，900円 ワイド： 134，427，200円
3連複： 414，484，100円 3連単： 636，964，900円 計： 1，880，967，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，030円 複 勝 � 560円 � 160円 � 1，320円 枠 連（3－5） 1，450円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 8，760円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 9，350円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 39，360円 3 連 単 ��� 255，980円

票 数

単勝票数 計 848630 的中 � 33293（7番人気）
複勝票数 計1172203 的中 � 46027（8番人気）� 273192（1番人気）� 17824（13番人気）
枠連票数 計 593833 的中 （3－5） 31644（5番人気）
馬連票数 計3060147 的中 �� 65483（11番人気）
馬単票数 計1276099 的中 �� 10922（29番人気）
ワイド票数 計1344272 的中 �� 29086（11番人気）�� 3618（68番人気）�� 12564（28番人気）
3連複票数 計4144841 的中 ��� 7896（103番人気）
3連単票数 計6369649 的中 ��� 1804（630番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．8―35．7―47．2―58．7―1：10．0―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

マルターズアポジー �
�
父 ゴスホークケン �

�
母父 Old Trieste デビュー 2015．2．28 中山1着

2012．2．27生 牡4鹿 母 マルターズヒート 母母 Heat Is On 16戦5勝 賞金 84，176，000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 カバーストーリー号・ショウナンライズ号・タブレットピーシー号

2508410月1日 曇 良 （28中山4）第7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

713 シゲルヒラマサ 牡3芦 55 勝浦 正樹森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 468＋ 21：10．9 20．2�
12 ゴールドフォレスト 牝3栗 53 戸崎 圭太林 正道氏 栗田 徹 浦河 山下 恭茂 478－ 21：11．0� 1．5�
612 ピュアノアール 牝4鹿 55 津村 明秀髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 450＋ 81：11．21	 5．9�
24 ツウローゼズ 牝4黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 476＋ 21：11．3クビ 37．8�
47 
 リアリゾンルレーヴ 牝3鹿 53 内田 博幸吉田 和子氏 池上 昌和 米

Robert B. Trus-
sell Jr. & John
T.L. Jones III

B470＋ 2 〃 ハナ 9．1�
59 イ ア ペ ト ス 牡4鹿 57

54 ▲菊沢 一樹�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 486＋ 21：11．62 16．1	
11 キチロクステージ 牡3鹿 55 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 468± 0 〃 ハナ 90．8

714 ファーストオーサー 牡5黒鹿57 武士沢友治石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 484＋ 41：11．81 227．4�
815 レディエントブルー 牝3栗 53

50 ▲木幡 巧也 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 470＋ 2 〃 クビ 11．9
611 ドリームジェダイ 牡7栗 57

54 ▲藤田菜七子ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 片岡 博 484－ 2 〃 ハナ 54．8�
48 セイウンアワード 牡4鹿 57 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 B526＋14 〃 ハナ 180．8�
36 ノーモアベット 牡4青鹿 57

55 △井上 敏樹髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 452－ 21：11．9クビ 61．3�
35 トウショウスレッジ 牡3栗 55 宮崎 北斗トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 486－ 2 〃 クビ 183．1�
816� ルージュロワイヤル 牝4鹿 55 丸田 恭介 �ユートピア牧場 清水 英克 登別 ユートピア牧場 480＋ 41：12．53� 41．1�
23 トーセンスティング 牡5鹿 57 田中 勝春島川 �哉氏 古賀 史生 日高 川端 正博 534－ 21：12．6クビ 297．1�
510� リックカグラ 牡3栗 55

53 △伴 啓太山邉 浩氏 小桧山 悟 新ひだか 荒木 貴宏 464－221：17．5大差 282．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 72，238，200円 複勝： 194，598，400円 枠連： 39，997，300円
馬連： 194，935，600円 馬単： 110，251，000円 ワイド： 97，299，200円
3連複： 231，437，000円 3連単： 486，850，700円 計： 1，427，607，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 210円 � 110円 � 140円 枠 連（1－7） 1，170円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 5，450円

ワ イ ド �� 450円 �� 660円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 21，900円

票 数

単勝票数 計 722382 的中 � 28479（6番人気）
複勝票数 計1945984 的中 � 75675（4番人気）� 1335472（1番人気）� 157939（2番人気）
枠連票数 計 399973 的中 （1－7） 26285（5番人気）
馬連票数 計1949356 的中 �� 120921（5番人気）
馬単票数 計1102510 的中 �� 15159（14番人気）
ワイド票数 計 972992 的中 �� 49498（5番人気）�� 32352（8番人気）�� 160355（1番人気）
3連複票数 計2314370 的中 ��� 137731（2番人気）
3連単票数 計4868507 的中 ��� 16113（57番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．3―11．9―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．9―45．8―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルヒラマサ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．8．30 新潟15着

2013．5．29生 牡3芦 母 クリアソウル 母母 キャトルセゾン 18戦2勝 賞金 24，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リックカグラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月1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。
（非抽選馬） 3頭 コスモアリエス号・マイネルエスパス号・リボンドグレープス号



（28中山4）第7日 10月1日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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 手 当

205，420，000円
2，530，000円
7，010，000円
1，350，000円
20，820，000円
71，493，000円
5，430，400円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
482，089，800円
880，507，500円
297，898，900円
1，249，991，100円
654，361，100円
653，835，200円
1，628，316，600円
2，584，490，100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 8，431，490，300円

総入場人員 17，259名 （有料入場人員 15，314名）
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