
25037 9月17日 小雨 重 （29中山4）第4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

23 ニシノオリーブ 牝2青 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 452＋ 21：11．7 17．3�
12 ド リ ュ ウ 牡2栗 54 江田 照男�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 432＋101：11．91� 16．1�
36 ザ イ オ ン 牡2鹿 54 石橋 脩小泉 修氏 相沢 郁 新ひだか 米田牧場 456± 01：12．0� 71．0�
510 トキノカサドール 牡2黒鹿54 平野 優田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 430＋ 21：12．53 171．4�
47 ランドキングスター 牡2鹿 54 柴田 善臣木村 昌三氏 本間 忍 日高 日西牧場 490－ 41：12．6	 162．3�
48 ゴ ウ ノ モ ノ 牡2青鹿 54

51 ▲横山 武史岡 浩二氏 的場 均 新ひだか 福岡 駿弥 464＋ 41：12．7クビ 131．8	
713 サンシャンペーン 牡2鹿 54 松岡 正海加藤 信之氏 小野 次郎 厚真 大川牧場 460＋ 81：12．91� 29．0

35 ヴォルフスブルク 牡2芦 54

51 ▲菊沢 一樹 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 438＋ 8 〃 クビ 6．4�
11 ソングオブファイア 牡2黒鹿54 三浦 皇成 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 470± 0 〃 ハナ 1．9�
611 ブラウローゼット 牡2青鹿54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新ひだか 加野牧場 472＋ 81：13．53	 30．9
612 ミヤビチーター 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 静内白井牧場 468＋ 81：14．03 12．6�
714 グランエクシト 牡2黒鹿54 内田 博幸迎 徹氏 高橋 文雅 新ひだか 飯岡牧場 468＋ 81：14．1クビ 4．6�
24 ブルベアアシタバ 牡2鹿 54 丹内 祐次 �ブルアンドベア 青木 孝文 浦河 成隆牧場 448＋ 21：14．73	 152．2�
815 アンクルブレイク 牡2鹿 54 丸田 恭介青山 英昭氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 458－121：14．8	 216．3�
816 マロンスライム 牡2栗 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 石毛 善彦 青森 諏訪牧場 418－101：15．22	 474．5�
59 デルママンハッタン 牡2栗 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム B452＋ 61：16．47 195．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，605，200円 複勝： 75，329，100円 枠連： 16，471，600円
馬連： 65，373，700円 馬単： 35，173，300円 ワイド： 44，478，500円
3連複： 90，452，700円 3連単： 127，670，800円 計： 487，554，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 720円 � 660円 � 2，330円 枠 連（1－2） 940円

馬 連 �� 8，440円 馬 単 �� 16，540円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 6，220円 �� 5，580円

3 連 複 ��� 76，480円 3 連 単 ��� 400，690円

票 数

単勝票数 計 326052 的中 � 15955（6番人気）
複勝票数 計 753291 的中 � 28476（5番人気）� 31110（4番人気）� 8092（9番人気）
枠連票数 計 164716 的中 （1－2） 13559（4番人気）
馬連票数 計 653737 的中 �� 5998（21番人気）
馬単票数 計 351733 的中 �� 1594（40番人気）
ワイド票数 計 444785 的中 �� 5573（19番人気）�� 1828（42番人気）�� 2043（36番人気）
3連複票数 計 904527 的中 ��� 887（114番人気）
3連単票数 計1276708 的中 ��� 231（592番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．2―12．1―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―33．8―45．9―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノオリーブ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 バ ゴ デビュー 2017．7．22 福島8着

2015．3．4生 牝2青 母 ニシノキミヨ 母母 ナ ド ラ 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルママンハッタン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月17日まで平

地競走に出走できない。

25038 9月17日 小雨 稍重 （29中山4）第4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）
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

713 メルムサール 牡2青鹿54 江田 照男�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 422± 01：36．6 18．5�
24 エ ス タ ー テ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 長浜牧場 414－ 8 〃 クビ 31．3�
48 オールドナシュワン 牡2黒鹿54 丸山 元気�リーヴァ 松永 康利 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 81：36．81� 21．5�
47 カ ガ ス タ ー 牡2鹿 54 田中 勝春香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 436＋ 2 〃 クビ 7．2�
816 ゴールドシャッツ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 2 〃 アタマ 5．7	
510� ニシノトランザム 牡2鹿 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 森 秀行 米

Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

476＋ 61：36．9	 3．6

611 トレジャード 牡2栗 54 北村 宏司�ターフ・スポート勢司 和浩 浦河 谷川牧場 476＋ 41：37．0	 10．8�
612 キーポジション 牡2栗 54 吉田 豊北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 大林ファーム 440－ 6 〃 クビ 58．0�
36 スピードウイング 牡2鹿 54 柴田 善臣池田 草龍氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 454＋ 2 〃 ハナ 16．0
714 サンクトゥスレーン 牡2栗 54 津村 明秀 �コスモヴューファーム 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 41：37．2
 15．8�
23 マイネルフィリップ 牡2黒鹿54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 浦河 一珍棒牧場 456＋ 4 〃 クビ 82．5�
59 マイネルイノメ 牡2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 日高 荒井ファーム 484＋ 61：38．15 26．6�
35 ウ メ タ ロ ウ 牡2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 488＋ 41：38．84 6．9�
11 ウインファルコン 牡2黒鹿54 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 青森 スプリングファーム 444＋ 21：39．01� 53．9�
12 アブラカダブラ 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 B444＋ 21：39．85 83．4�
（15頭）

815 マ リ ー ツ ァ 牝2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 29，768，500円 複勝： 48，158，800円 枠連： 21，050，400円
馬連： 71，171，700円 馬単： 31，973，300円 ワイド： 47，997，900円
3連複： 102，042，100円 3連単： 114，620，400円 計： 466，783，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 520円 � 990円 � 620円 枠 連（2－7） 6，100円

馬 連 �� 19，850円 馬 単 �� 39，700円

ワ イ ド �� 5，840円 �� 5，560円 �� 6，670円

3 連 複 ��� 143，040円 3 連 単 ��� 553，990円

票 数

単勝票数 計 297685 的中 � 13558（8番人気）
複勝票数 計 481588 的中 � 25157（8番人気）� 12317（11番人気）� 20622（9番人気）
枠連票数 計 210504 的中 （2－7） 2672（23番人気）
馬連票数 計 711717 的中 �� 2778（60番人気）
馬単票数 計 319733 的中 �� 604（119番人気）
ワイド票数 計 479979 的中 �� 2123（66番人気）�� 2231（63番人気）�� 1854（68番人気）
3連複票数 計1020421 的中 ��� 535（294番人気）
3連単票数 計1146204 的中 ��� 150（1419番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．7―47．9―1：00．4―1：12．5―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．2

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

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

メルムサール �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．8．27 新潟4着

2015．3．11生 牡2青鹿 母 オナーリーブ 母母 カチェクリーク 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔出走取消〕 マリーツァ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。

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４日



25039 9月17日 小雨 稍重 （29中山4）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時10分 （芝・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
1：46．4
1：45．9

良
良

810 ムーランナヴァン 牝2鹿 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 420± 01：51．9 1．9�
77 バケットリスト 牝2鹿 54 吉田 豊宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 460－101：52．11� 19．6�
89 モンファロン 牡2黒鹿54 石橋 脩杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 462± 01：52．2クビ 7．5�
55 ウインスラーヴァ 牡2鹿 54 松岡 正海�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 468± 01：52．3� 4．9�
11 ジェネラルシップ 牡2黒鹿54 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新冠 松浦牧場 440＋ 61：52．51� 4．9	
66 ジェイケイバスター 牝2鹿 54 三浦 皇成小谷野次郎氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 454－ 61：52．71� 23．8

78 ニシノベイオウルフ 牡2黒鹿54 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 470± 01：52．91� 80．4�
44 ダイメイヒゴ 牝2栗 54 丸田 恭介宮本 孝一氏 石毛 善彦 新冠 村上牧場 406－ 81：53．43 196．2�
33 マイネルグリージョ 牡2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 競優牧場 472＋241：53．93 63．4
22 ヒビケカゼン 牡2鹿 54 嘉藤 貴行ベニバナ組合 田島 俊明 浦河 モトスファーム 500－ 41：54．64 101．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 36，181，200円 複勝： 73，904，500円 枠連： 11，844，500円
馬連： 55，500，700円 馬単： 35，394，700円 ワイド： 31，424，200円
3連複： 70，407，000円 3連単： 140，648，000円 計： 455，304，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 270円 � 170円 枠 連（7－8） 970円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 520円 �� 250円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 8，280円

票 数

単勝票数 計 361812 的中 � 157005（1番人気）
複勝票数 計 739045 的中 � 474651（1番人気）� 25830（5番人気）� 50540（4番人気）
枠連票数 計 118445 的中 （7－8） 9380（4番人気）
馬連票数 計 555007 的中 �� 27476（6番人気）
馬単票数 計 353947 的中 �� 14324（7番人気）
ワイド票数 計 314242 的中 �� 14693（7番人気）�� 36903（3番人気）�� 7323（14番人気）
3連複票数 計 704070 的中 ��� 24267（9番人気）
3連単票数 計1406480 的中 ��� 12302（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―26．1―38．6―51．5―1：03．9―1：15．9―1：27．8―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0
1
3
10－5，8，7（1，9）－2（3，4）6・（10，8）9，5，7，1－（2，4）6，3

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

勝馬の
紹 介

ムーランナヴァン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．7．16 福島3着

2015．1．24生 牝2鹿 母 シュペトレーゼ 母母 シ ョ ア ー 2戦1勝 賞金 6，800，000円

25040 9月17日 雨 重 （29中山4）第4日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時40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
1：08．7
1：08．7

重
重

11 グラスブルース 牡3鹿 56 石橋 脩半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 518＋ 61：11．0 2．8�
24 ユキノドリーム 牡3鹿 56 北村 宏司井上 基之氏 新開 幸一 新冠 対馬 正 464－ 61：11．42� 11．7�
510 ヒロイックアゲン 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 468＋ 8 〃 クビ 13．0�
713 レッドオリアナ 牝3栗 54 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 450± 01：11．5クビ 21．9�
815 アレジャポン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太吉田 千津氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 448－ 61：11．6� 4．1	
23 アルーリングデイズ �3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也 �社台レースホース武井 亮 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－ 61：12．34 16．9


59 ヴ ィ オ ラ 牝3黒鹿54 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450± 01：12．4� 6．5�

36 ラッシュバンガード 牡3栗 56 西村 太一柳内 光子氏 久保田貴士 日高 木村牧場 460＋121：12．5� 33．0�
35 ク ロ ン ヌ 牝3栗 54

51 ▲横山 武史 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 454± 01：12．71� 64．9
714 オシノイッテ 牡3栗 56

55 ☆木幡 初也西村新一郎氏 天間 昭一 青森 久保フアーム 446＋ 2 〃 ハナ 15．6�
47 カラーアゲン 牝3栗 54 江田 照男浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B480＋ 61：12．91� 13．9�
816 マ ラ ン 牝3栗 54 岩部 純二�ミルファーム 田中 清隆 安平 ノーザンファーム 464＋ 61：13．32� 44．9�
612 モダンフォーチュン 牝3青鹿54 丹内 祐次田島榮二郎氏 田島 俊明 浦河 高村牧場 442－12 〃 アタマ 282．2�
611 キ ャ ル フ 牝3鹿 54 丸田 恭介佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 462＋ 41：13．4� 75．1�
48 アキサージュ 牝3鹿 54 杉原 誠人石山 嘉七氏 佐藤 吉勝 新ひだか 田湯牧場 460－ 61：13．5クビ 388．1�
12 リマインドミー 牝3黒鹿54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 若林牧場 496± 01：13．92� 43．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，623，200円 複勝： 59，055，000円 枠連： 21，521，600円
馬連： 75，655，800円 馬単： 34，838，800円 ワイド： 53，860，800円
3連複： 110，815，200円 3連単： 130，822，600円 計： 520，193，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 260円 � 330円 枠 連（1－2） 770円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 600円 �� 790円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 6，060円 3 連 単 ��� 22，380円

票 数

単勝票数 計 336232 的中 � 92981（1番人気）
複勝票数 計 590550 的中 � 134211（1番人気）� 53073（4番人気）� 37839（6番人気）
枠連票数 計 215216 的中 （1－2） 21629（3番人気）
馬連票数 計 756558 的中 �� 38519（3番人気）
馬単票数 計 348388 的中 �� 10938（5番人気）
ワイド票数 計 538608 的中 �� 23825（4番人気）�� 17614（6番人気）�� 8527（18番人気）
3連複票数 計1108152 的中 ��� 13700（16番人気）
3連単票数 計1308226 的中 ��� 4237（47番人気）

ハロンタイム 11．6―10．6―11．3―12．3―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．2―33．5―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―3F37．5
3 ・（16，4）（5，10）（1，14）（2，13）－（7，12，15）6，11（9，3）8 4 ・（16，4）（5，10）1（14，13）（2，15）（7，12，11）（6，3）9，8

勝馬の
紹 介

グラスブルース �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．4．22 東京6着

2014．3．30生 牡3鹿 母 グラスブロード 母母 Magic Broad 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 オシノイッテ号の騎手木幡初也は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：5番）

モダンフォーチュン号の騎手丹内祐次は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 バンリノユウシャ号
（非抽選馬） 6頭 クオリティスタート号・サウスカップ号・サンセリテ号・チアフルガール号・ハコダテオウカ号・ルビーティアラ号



25041 9月17日 雨 稍重 （29中山4）第4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）

牝，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

59 トーセンブレス 牝2黒鹿54 柴田 善臣島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 466 ―1：37．5 4．7�
24 プリモシーン 牝2青鹿54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470 ―1：37．81� 1．7�
48 ヒメベニサクラ 牝2鹿 54 丸田 恭介岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 512 ―1：38．01� 21．6�
612 レ ネ ッ ト 牝2栗 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 456 ―1：38．1� 20．7	
36 ワタシヲマッテル 牝2栗 54 丸山 元気小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 466 ―1：38．2� 69．5

35 セイウンミツコ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 450 ― 〃 アタマ 57．4�
713 ウィナーポイント 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 出口牧場 404 ―1：38．3クビ 37．8�
11 スキスキレンパツ 牝2黒鹿54 蛯名 正義小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 458 ― 〃 クビ 46．6
23 タイプムーン 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 池上 昌弘 新冠 コスモヴューファーム 468 ―1：38．5� 87．8�
816 マオノキャッツアイ 牝2栗 54

53 ☆木幡 巧也湯浅 健司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 462 ―1：38．71� 31．3�
815 アポロレイア 牝2鹿 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 464 ―1：38．91� 37．5�
611 ゴッデスオブエッジ 牝2栗 54 松岡 正海 �コスモヴューファーム 中舘 英二 浦河 帰山 清貴 474 ―1：39．21� 14．4�
47 ココリエルサ 牝2黒鹿54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 480 ―1：39．41� 46．6�
510 ショウナンアーデン 牝2鹿 54 石橋 脩国本 哲秀氏 上原 博之 洞�湖 レイクヴィラファーム 448 ―1：39．5� 15．9�
12 トーセンウィズダム 牝2青鹿54 横山 和生島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 456 ―1：40．98 133．6�
714 グラスキューティー 牝2青鹿54 田中 勝春半沢� 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 470 ―1：45．7大差 235．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，945，000円 複勝： 86，013，300円 枠連： 23，603，400円
馬連： 71，361，500円 馬単： 43，725，500円 ワイド： 46，159，500円
3連複： 94，821，800円 3連単： 143，130，400円 計： 551，760，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 150円 � 110円 � 280円 枠 連（2－5） 270円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，060円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 8，430円

票 数

単勝票数 計 429450 的中 � 74706（2番人気）
複勝票数 計 860133 的中 � 79278（2番人気）� 544814（1番人気）� 27540（6番人気）
枠連票数 計 236034 的中 （2－5） 66758（1番人気）
馬連票数 計 713615 的中 �� 160927（1番人気）
馬単票数 計 437255 的中 �� 34730（2番人気）
ワイド票数 計 461595 的中 �� 80725（1番人気）�� 9244（12番人気）�� 18173（4番人気）
3連複票数 計 948218 的中 ��� 45857（3番人気）
3連単票数 計1431304 的中 ��� 12305（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―37．0―49．5―1：01．8―1：13．9―1：25．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンブレス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ファルブラヴ 初出走

2015．3．5生 牝2黒鹿 母 ブルーミンバー 母母 タヤスブルーム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラスキューティー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月17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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 サンマルパール号・シックスマイル号・ベリータ号・ラブリースマッシュ号

25042 9月17日 雨 不良 （29中山4）第4日 第6競走 ��1，800�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 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
1：48．5
1：47．8

重
重

35 タイセイロブスト 牡3鹿 56
55 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 548＋ 21：53．9 12．8�
611 ジャカンドジョー 牡3鹿 56 黛 弘人井上 一郎氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 452－ 41：54．0� 14．3�
713 ア ロ ン ジ ェ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎吉田 晴哉氏 大江原 哲 安平 追分ファーム 464± 0 〃 ハナ 8．9�
815 フルオブグレース 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �社台レースホース木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋101：54．21� 4．4�
36 ロジキャロル 牡3栗 56 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 浦河 栄進牧場 444－ 8 〃 クビ 2．8�
59 スズノフブキ 牡3鹿 56 柴田 善臣小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 484＋ 61：54．73 8．9	
612 マ ズ ル カ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行阿部 善武氏 大和田 成 新冠 オリエント牧場 534－141：54．91� 99．1

11 ゴールドアドミラル 牡3芦 56

53 ▲横山 武史山田 弘氏 高木 登 日高 シンボリ牧場 492＋ 21：55．64 32．7�
12 ジャイアンヴォーグ 牡3黒鹿56 武士沢友治千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 508－ 81：55．91� 5．6�
23 キタバイキング 牡3鹿 56 菅原 隆一北村 守彦氏 奥平 雅士 青森 北村牧場 472－101：56．11� 239．5
24 ノーブルデザイア 牝3栗 54

52 △伴 啓太吉木 伸彦氏 菊川 正達 日高 大江牧場 448＋ 81：56．2� 153．8�
48 レッドカイラス �3栗 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 476＋ 41：56．3クビ 24．0�
47 エスプリドゥルミエ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 424＋ 21：57．25 214．5�
510 ジュンマシュウ 牡3黒鹿 56

55 ☆井上 敏樹河合 純二氏 斎藤 誠 洞	湖 レイクヴィラファーム 526－ 41：57．3クビ 163．7�
714 ウインエアリーズ 牡3黒鹿56 柴田 大知�ウイン 宗像 義忠 日高 加藤牧場 464± 01：58．36 59．6�

（15頭）
816 アウトオンアリム 牡3鹿 56 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 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 32，313，400円 複勝： 46，423，000円 枠連： 19，346，700円
馬連： 74，964，800円 馬単： 34，445，700円 ワイド： 45，424，900円
3連複： 95，983，300円 3連単： 121，466，900円 計： 470，368，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 280円 � 280円 � 300円 枠 連（3－6） 1，500円

馬 連 �� 7，600円 馬 単 �� 15，770円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 1，800円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 24，300円 3 連 単 ��� 159，530円

票 数

単勝票数 計 323134 的中 � 20047（6番人気）
複勝票数 計 464230 的中 � 43453（5番人気）� 44720（4番人気）� 39376（6番人気）
枠連票数 計 193467 的中 （3－6） 9946（6番人気）
馬連票数 計 749648 的中 �� 7644（25番人気）
馬単票数 計 344457 的中 �� 1638（49番人気）
ワイド票数 計 454249 的中 �� 6287（21番人気）�� 6513（20番人気）�� 6051（22番人気）
3連複票数 計 959833 的中 ��� 2962（65番人気）
3連単票数 計1214669 的中 ��� 552（398番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．5―13．0―12．6―12．6―12．4―13．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―37．1―50．1―1：02．7―1：15．3―1：27．7―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．6
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイロブスト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．6．25 東京9着

2014．3．30生 牡3鹿 母 フレンチマリー 母母 ノンストップレディ 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 アウトオンアリム号は，疾病〔右後挫跖〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインエアリーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月17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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 エンジェルナンバー号・カドモス号・キャノンショット号・ストラギスト号・ディジョン号・デザートスネーク号・

テンゴールドラブ号・パープルハート号・ピースワンデュー号・プラグドワグナー号・ルーファス号
（非抽選馬） 1頭 ロイヤルシーロード号



25043 9月17日 雨 稍重 （29中山4）第4日 第7競走 ��2，500�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （芝・右）

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

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

11 バラダガール 牝3黒鹿52 戸崎 圭太 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 548＋122：37．0 5．5�
57 ア ル カ サ ル �4青鹿57 蛯名 正義 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 520－ 2 〃 ハナ 4．7�
711 エ ー ル �3黒鹿54 北村 宏司�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ B430＋ 82：37．31� 18．0�
45 グリントオブライト 牝4栗 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 452＋18 〃 クビ 6．6�
46 ラベルヴィー 牡3青鹿54 杉原 誠人 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486－162：37．4� 49．7	
813� マ リ ネ リ ス 牝4鹿 55

52 ▲菊沢 一樹今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 82：37．61 96．8

69 サムワンライクユー 牡4鹿 57 柴田 大知丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 464＋ 42：37．81	 15．8�
33 コ ン ボ ル ド 牡3芦 54 吉田 豊金山 敏也氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B444± 02：37．9	 3．6�
814 ピジョンレッド 牝3鹿 52

49 ▲藤田菜七子ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 400＋ 42：38．22 53．8
34 ノーブルソニック 牝5黒鹿55 石橋 脩 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 ハナ 37．6�
22 アスコットチャンプ �4栗 57 大野 拓弥星野 �男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 468＋ 62：39．47 19．4�
610 ミッキーロイヤル 牡3鹿 54 中谷 雄太野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 494± 02：39．5	 5．4�
712� フランチェスコ 牡4鹿 57 武士沢友治海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 464± 02：40．35 259．6�
58 ドゥエルインハート 牡3鹿 54 丹内 祐次飯田 正剛氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 478－ 42：41．68 244．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，953，800円 複勝： 59，371，500円 枠連： 17，751，600円
馬連： 88，355，300円 馬単： 39，700，700円 ワイド： 50，588，300円
3連複： 111，978，800円 3連単： 148，499，700円 計： 555，199，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 230円 � 200円 � 480円 枠 連（1－5） 1，680円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，720円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 9，840円 3 連 単 ��� 46，300円

票 数

単勝票数 計 389538 的中 � 55866（4番人気）
複勝票数 計 593715 的中 � 69183（5番人気）� 87318（3番人気）� 27009（8番人気）
枠連票数 計 177516 的中 （1－5） 8163（9番人気）
馬連票数 計 883553 的中 �� 41791（7番人気）
馬単票数 計 397007 的中 �� 8224（18番人気）
ワイド票数 計 505883 的中 �� 16338（10番人気）�� 7424（23番人気）�� 9071（17番人気）
3連複票数 計1119788 的中 ��� 8531（40番人気）
3連単票数 計1484997 的中 ��� 2325（162番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―11．9―12．7―13．1―13．6―13．4―13．0―11．8―11．7―12．1―12．5―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．2―18．5―30．4―43．1―56．2―1：09．8―1：23．2―1：36．2―1：48．0―1：59．7―2：11．8―2：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．0―3F37．3
1
�
2－3－10，14，13－（6，11）7，9，5（4，1）－12＝8
3（10，11，7）（2，13）1（6，5）（14，4）9－12＝8

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

勝馬の
紹 介

バラダガール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Not For Sale デビュー 2016．12．25 中山9着

2014．1．18生 牝3黒鹿 母 バラダセール 母母 La Balada 5戦2勝 賞金 15，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フラワーシップ号

25044 9月17日 雨 不良 （29中山4）第4日 第8競走 ��1，800�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

12 アスタリスク 牡4鹿 57 戸崎 圭太石川 達絵氏 奥村 武 新ひだか 山際 智 470－ 61：52．9 3．9�
611 ペイシャボム 牡3鹿 54 江田 照男北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 458－101：53．21� 7．3�
816 コットンボウル 牡3鹿 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 61：53．3� 14．1�
36 シルヴァーメテオ 牡3芦 54 中谷 雄太ライオンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 宮内牧場 474－ 41：53．61� 26．4�
713� トーホウリーガル 牡4青鹿57 吉田 豊東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 520＋ 81：53．7� 7．4	
48 ディライトラッシュ 牡3鹿 54 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 B500＋ 81：53．91� 9．3

47 ハ シ カ ミ 牡4青鹿57 内田 博幸中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 472＋ 21：54．11	 6．2�
815 アイヅヒリュウ 牡3鹿 54 三浦 皇成真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 佐竹 学 494＋ 81：54．31	 11．9�
714 エポックメーカー 牡3鹿 54

53 ☆木幡 巧也林 正道氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 512＋ 41：54．5� 42．2
59 マ ー ヤ 牝4鹿 55

52 ▲横山 武史中田 和宏氏 小笠 倫弘 平取 船越 伸也 474± 01：55．35 144．9�
612� アポロノホウリン 牡4鹿 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 天羽 禮治 488＋ 21：55．4� 5．5�
23 カ ム イ 牡4鹿 57 柴田 善臣川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 464－ 61：55．5クビ 59．7�
510� ロ カ ビ リ ー 牡4黒鹿57 的場 勇人米井 勝氏 的場 均 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 61：56．24 220．4�
24 メイショウアンカー 
4黒鹿57 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 504＋ 61：56．52 120．2�
35 マイネルルミノーソ 牡3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 別海 野付ライディ
ングファーム B474－101：57．98 34．3�

（15頭）
11 ナンヨーファミユ 牡4鹿 57 石橋 脩中村 德也氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 466－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 30，917，000円 複勝： 48，939，100円 枠連： 26，312，200円
馬連： 85，184，000円 馬単： 34，989，900円 ワイド： 49，497，700円
3連複： 104，386，500円 3連単： 121，599，100円 計： 501，825，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 260円 � 370円 枠 連（1－6） 740円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 640円 �� 900円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 26，030円

票 数

単勝票数 差引計 309170（返還計 8062） 的中 � 61971（1番人気）
複勝票数 差引計 489391（返還計 14643） 的中 � 86840（1番人気）� 46653（5番人気）� 29760（8番人気）
枠連票数 差引計 263122（返還計 4268） 的中 （1－6） 27443（3番人気）
馬連票数 差引計 851840（返還計 57249） 的中 �� 45033（3番人気）
馬単票数 差引計 349899（返還計 23642） 的中 �� 10120（3番人気）
ワイド票数 差引計 494977（返還計 38734） 的中 �� 20463（3番人気）�� 14114（10番人気）�� 8705（21番人気）
3連複票数 差引計1043865（返還計126886） 的中 ��� 14230（17番人気）
3連単票数 差引計1215991（返還計144349） 的中 ��� 3386（69番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．6―12．9―12．2―12．4―12．8―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．5―49．4―1：01．6―1：14．0―1：26．8―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．9
1
3
・（2，3）4，5－（11，12）（8，13，14）15（6，16）10（7，9）・（2，3）4（11，12）（5，14）（13，16）（15，9）8（7，6）10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスタリスク �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．12．6 中京10着

2013．4．30生 牡4鹿 母 エンゼルジョーカー 母母 ビューチフルドラマ 14戦3勝 賞金 23，950，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走除外〕 ナンヨーファミユ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔両前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔制裁〕 コットンボウル号の騎手大野拓弥は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ナンヨーファミユ号は，平成29年9月18日から平成29年10月17日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。



25045 9月17日 雨 重 （29中山4）第4日 第9競走 ��2，000�
し お ど め

汐 留 特 別
発走14時35分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

23 ミッキークロス 牝3青鹿52 内田 博幸野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 406－102：03．6 15．9�
48 レッドジェノヴァ 牝3青鹿52 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 494＋ 2 〃 ハナ 3．6�
612 ヨシノザクラ 牝4芦 55 三浦 皇成前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 2 〃 ハナ 3．8�
59 ジャポニカーラ 牝5黒鹿55 石橋 脩 �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 408－ 82：03．7� 9．1�
36 レーヌジャルダン 牝3鹿 52 大野 拓弥 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 442－ 6 〃 クビ 29．9	
815 バレエダンサー 牝4鹿 55 黛 弘人前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場 456＋ 42：03．8クビ 103．2

12 アンネリース 牝3鹿 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 472± 0 〃 ハナ 10．9�
35 ウインシトリン 牝3黒鹿52 丸山 元気�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 446＋ 6 〃 アタマ 152．5�
510 ネオヴィットーリア 牝3黒鹿52 吉田 豊小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 466＋ 8 〃 クビ 30．0
24 イタリアンホワイト 牝3芦 52 津村 明秀 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502± 02：03．9クビ 4．9�
611 ル フ ォ ー ル 牝4鹿 55 丸田 恭介 �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 B478－ 6 〃 クビ 20．3�
713 エバープリンセス 牝3栗 52 柴田 善臣宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 448＋142：04．0� 22．1�
714 ラスイエットロス 牝4鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 42：04．1クビ 46．8�
47 エクストラファイン 牝5黒鹿55 中谷 雄太 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 460－ 22：04．42 25．6�
816 ア マ ノ ガ ワ 牝3黒鹿52 木幡 巧也�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 434＋ 62：04．5� 169．1�
817 ハーツブライト 牝3黒鹿52 勝浦 正樹伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 480－182：04．81� 163．6�
11 � アドラビリティ 牝5青鹿55 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 502± 02：06．28 271．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 42，055，800円 複勝： 63，487，600円 枠連： 30，439，900円
馬連： 132，284，700円 馬単： 55，451，600円 ワイド： 66，792，900円
3連複： 162，947，800円 3連単： 209，747，900円 計： 763，208，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 350円 � 160円 � 160円 枠 連（2－4） 790円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 7，550円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 880円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 26，200円

票 数

単勝票数 計 420558 的中 � 21133（6番人気）
複勝票数 計 634876 的中 � 34930（6番人気）� 111351（2番人気）� 122050（1番人気）
枠連票数 計 304399 的中 （2－4） 29587（3番人気）
馬連票数 計1322847 的中 �� 32537（12番人気）
馬単票数 計 554516 的中 �� 5507（29番人気）
ワイド票数 計 667929 的中 �� 15092（11番人気）�� 18348（8番人気）�� 61795（1番人気）
3連複票数 計1629478 的中 ��� 45266（4番人気）
3連単票数 計2097479 的中 ��� 5803（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．9―49．4―1：02．1―1：14．5―1：26．9―1：39．2―1：51．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．7
1
3
3（6，17）（4，8，14）（2，16）10（7，15）12（1，13）（9，11）－5
3，17（6，14）8（4，16）（2，15）（11，10）7，12（1，13）（9，5）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキークロス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2016．10．8 東京9着

2014．2．7生 牝3青鹿 母 ライジングクロス 母母 Woodrising 8戦2勝 賞金 19，306，000円
〔制裁〕 アマノガワ号の調教師菊川正達は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

25046 9月17日 雨 重 （29中山4）第4日 第10競走 ��
��1，200�

は つ か ぜ

初 風 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

23 ダイメイプリンセス 牝4黒鹿55 北村 宏司宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 490－ 21：08．3 19．2�
35 タケショウベスト 牝3鹿 53 蛯名 正義�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 460－ 41：08．4� 3．7�
712 アイファープリティ 牝4鹿 55 内田 博幸中島 稔氏 	島 一歩 新冠 川上 悦夫 442± 01：08．61
 5．8�
22 ワイナルダム 牡3青鹿55 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 水野 貴広 青森 大前 典男 458＋ 61：08．7クビ 15．8�
47 ペ ス カ ネ ラ 牝3黒鹿53 大野 拓弥山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 442＋ 4 〃 ハナ 5．6�
11 ダイイチターミナル 牡3鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 436± 01：08．91� 18．1	
815 クリーンファンキー 牝4栗 55 津村 明秀石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 492＋ 21：09．21� 14．0

611� エナジータウン 牡5鹿 57 三浦 皇成幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 454－10 〃 ハナ 6．1�
34 レンイングランド 牡5芦 57 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 532± 01：09．41� 82．1�
46 トロピカルガーデン 牝5鹿 55 横山 和生田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 486± 0 〃 同着 137．3
814 アイリーグレイ 牝5芦 55 江田 照男前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B470－ 8 〃 アタマ 26．6�
713 スビールアスール 牝3黒鹿53 戸崎 圭太�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 472＋ 8 〃 アタマ 6．9�
610 フローラルダンサー 牝5鹿 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 若林牧場 532－131：09．5� 92．1�
58 カ レ ン 牝3栗 53 西田雄一郎�ミルファーム 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 470－ 61：09．6� 71．0�
59 レヴァンタール 8鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 462＋ 41：09．81
 140．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 48，633，700円 複勝： 67，456，900円 枠連： 38，239，400円
馬連： 159，321，300円 馬単： 63，401，500円 ワイド： 73，186，500円
3連複： 196，691，400円 3連単： 262，829，700円 計： 909，760，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 500円 � 170円 � 200円 枠 連（2－3） 1，630円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 9，860円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 2，010円 �� 480円

3 連 複 ��� 7，050円 3 連 単 ��� 61，580円

票 数

単勝票数 計 486337 的中 � 20258（9番人気）
複勝票数 計 674569 的中 � 26731（10番人気）� 126315（1番人気）� 92627（2番人気）
枠連票数 計 382394 的中 （2－3） 18133（8番人気）
馬連票数 計1593213 的中 �� 29169（16番人気）
馬単票数 計 634015 的中 �� 4819（42番人気）
ワイド票数 計 731865 的中 �� 12504（17番人気）�� 8921（29番人気）�� 42215（1番人気）
3連複票数 計1966914 的中 ��� 20916（22番人気）
3連単票数 計2628297 的中 ��� 3094（211番人気）

ハロンタイム 12．0―10．1―10．8―11．2―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．1―32．9―44．1―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイメイプリンセス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．11．7 京都9着

2013．4．9生 牝4黒鹿 母 ダイメイダーク 母母 スノーペトレル 14戦3勝 賞金 35，192，000円

１レース目 ３レース目



25047 9月17日 雨 不良 （29中山4）第4日 第11競走 ��
��1，800�ラ ジ オ 日 本 賞

発走15時45分 （ダート・右）
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，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

ラジオ日本賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

713 センチュリオン 牡5黒鹿56 大野 拓弥窪田 康志氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 530＋ 21：51．0 5．2�

714 カ ゼ ノ コ 牡6鹿 57 石橋 脩�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 454± 01：51．1	 14．6�
11 サンライズソア 牡3青鹿53 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 494－ 8 〃 クビ 2．5�
48 コスモカナディアン 牡4鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 472＋ 2 〃 アタマ 5．5�
12 メイショウウタゲ 牡6栗 57 内田 博幸松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 514－ 41：51．2クビ 26．3�
47 リ ッ カ ル ド 
6芦 58 黛 弘人岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 81：51．3	 35．3	
612 メイショウスミトモ 牡6鹿 57 津村 明秀松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 472－ 4 〃 ハナ 49．0

611 キ ク ノ ソ ル 牡7鹿 56 柴田 善臣菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム 506＋ 41：51．72	 71．9�
24 タムロミラクル 牡5青鹿57 田中 勝春谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 472＋ 11：51．8� 13．5�
36 モズライジン 牡5芦 56 中谷 雄太 キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 482＋ 81：52．11� 37．5�
816 スズカリバー 牡5鹿 56 三浦 皇成永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492－ 21：52．52	 16．1�
59 トラキチシャチョウ 牡6鹿 57 丹内 祐次 ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 516＋ 41：52．6� 44．7�
815 サンマルデューク 牡8黒鹿58 武士沢友治相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 516－ 6 〃 クビ 120．2�
23 ディアデルレイ 牡6栗 57 北村 宏司 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム B506－ 71：52．81� 8．9�
35 ストロングサウザー 牡6鹿 59 蛯名 正義村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 478＋ 21：53．01� 110．7�
510 ヨヨギマック 牡6栗 56 松岡 正海一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 500＋ 21：53．63	 173．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 93，596，700円 複勝： 127，128，700円 枠連： 82，292，000円 馬連： 342，414，300円 馬単： 142，992，400円
ワイド： 148，388，500円 3連複： 478，158，800円 3連単： 722，411，500円 5重勝： 457，673，800円 計： 2，595，056，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 310円 � 140円 枠 連（7－7） 4，300円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 7，020円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 390円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 32，190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����� 40，046，450円

票 数

単勝票数 計 935967 的中 � 142457（2番人気）
複勝票数 計1271287 的中 � 208052（2番人気）� 78885（6番人気）� 287858（1番人気）
枠連票数 計 822920 的中 （7－7） 14819（15番人気）
馬連票数 計3424143 的中 �� 66128（14番人気）
馬単票数 計1429924 的中 �� 15260（25番人気）
ワイド票数 計1483885 的中 �� 29476（12番人気）�� 108089（1番人気）�� 32412（11番人気）
3連複票数 計4781588 的中 ��� 78433（11番人気）
3連単票数 計7224115 的中 ��� 16270（90番人気）
5重勝票数 計4576738 的中 ����� 8

ハロンタイム 12．6―11．5―12．4―12．6―12．2―11．9―12．1―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．5―49．1―1：01．3―1：13．2―1：25．3―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

センチュリオン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．3．14 中山1着

2012．1．31生 牡5黒鹿 母 ハンドレッドスコア 母母 サンデーエイコーン 20戦6勝 賞金 141，331，000円
〔制裁〕 リッカルド号の騎手黛弘人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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。
（非抽選馬） 3頭 シンゼンレンジャー号・マテンロウボス号・メイショウイチオシ号

25048 9月17日 雨 不良 （29中山4）第4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

35 � リ モ ン デ ィ 牡3鹿 53 石橋 脩吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Ramsey Pas-
toral Co Pty Ltd 526± 01：10．3 3．0�

12 ダノンアイリス 牝4青鹿55 戸崎 圭太�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 470－ 21：10．72	 6．8�
47 エターナルフレイム 牡3栗 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 514＋ 21：10．8	 5．3�
11 テンプルツリー 牝4鹿 55 勝浦 正樹山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 452－ 2 〃 クビ 12．8�
23 シルバーストーン 牡3芦 55 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 492± 01：10．9	 35．6�
24 ファインダッシュ 牡5黒鹿57 田中 勝春井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 526± 01：11．11
 9．0	
816 セイウンアワード 牡5鹿 57 三浦 皇成西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 B530± 01：11．2クビ 31．1

59 マンゴジェリー 牡5鹿 57

54 ▲野中悠太郎窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 454－ 61：11．51� 13．8�
510 スリラーインマニラ �4鹿 57 丹内 祐次古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 B440－ 41：11．71
 14．0�
611 シュエットヌーベル 牝3栗 53 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B462＋16 〃 アタマ 59．7
815 ベルウッドタマド 牡4鹿 57 武士沢友治鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 472－ 21：12．02 162．1�
714� エーシンザピーク 牡7栗 57 菅原 隆一本田 恒雄氏 南田美知雄 米

Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

B476－ 21：12．21 55．6�
36 ブ ラ ン シ ュ 牝3青鹿 53

50 ▲横山 武史�Basic 根本 康広 平取 協栄組合 434± 0 〃 アタマ 9．8�
48 ネオビッグバン 牡4鹿 57 丸山 元気関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 476＋121：12．3� 62．2�
612 ポートレイト 牝4黒鹿55 大庭 和弥グリーンスウォード高市 圭二 新冠 長浜牧場 432＋ 21：12．93	 129．4�
713 ヒラボクメジャー 牡3栗 55 柴田 善臣�平田牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 B484－ 61：13．0クビ 26．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，334，000円 複勝： 98，941，600円 枠連： 56，359，000円
馬連： 202，303，700円 馬単： 82，238，500円 ワイド： 111，638，600円
3連複： 273，702，300円 3連単： 379，700，000円 計： 1，275，217，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 270円 � 180円 枠 連（1－3） 610円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 620円 �� 300円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 8，600円

票 数

単勝票数 計 703340 的中 � 181513（1番人気）
複勝票数 計 989416 的中 � 206417（1番人気）� 76495（5番人気）� 141146（2番人気）
枠連票数 計 563590 的中 （1－3） 70641（1番人気）
馬連票数 計2023037 的中 �� 108782（2番人気）
馬単票数 計 822385 的中 �� 25669（3番人気）
ワイド票数 計1116386 的中 �� 44122（2番人気）�� 106435（1番人気）�� 30609（8番人気）
3連複票数 計2737023 的中 ��� 94397（1番人気）
3連単票数 計3797000 的中 ��� 31980（3番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―10．8―11．9―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．2―33．0―44．9―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リ モ ン デ ィ �
�
父 More Than Ready �

�
母父 Danehill デビュー 2016．12．3 中山8着

2014．9．13生 牡3鹿 母 Niagara Falls 母母 Bracken Bank 7戦2勝 賞金 13，750，000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。
（非当選馬） 2頭 ギンゴー号・ベルリネッタ号
（非抽選馬） 2頭 コーリンマカロン号・トウカイリオナ号

５レース目



（29中山4）第4日 9月17日（日曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後重
重後不良

競走回数 12回 出走頭数 181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

194，250，000円
2，530，000円
17，180，000円
1，560，000円
21，440，000円
75，005，000円
4，706，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
531，927，500円
854，209，100円
365，232，300円
1，423，891，500円
634，325，900円
769，438，300円
1，892，387，700円
2，623，147，000円
457，673，800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 9，552，233，100円

総入場人員 16，168名 （有料入場人員 14，215名）
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