
25061 9月23日 曇 不良 （29中山4）第6日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時05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

712 ユイノシンドバッド 牡2青鹿54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 490－ 21：54．9 21．4�
59 トーセンヴィータ 牡2青鹿54 内田 博幸島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 526＋ 41：55．22 3．4�
35 ウサギノパンチ 牡2鹿 54 北村 宏司桐谷 茂氏 堀井 雅広 平取 中川 隆 452－ 21：56．15 57．1�
58 ナリノリリー 牝2青鹿54 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 460－ 81：56．31� 7．6�
610 フロースヒルデ 牝2鹿 54 吉田 隼人宮川 保氏 蛯名 利弘 日高 浦新 徳司 432＋ 2 〃 ハナ 62．9�
23 アポロエレノア 牝2栗 54

51 ▲菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 日高 天羽 禮治 474＋ 41：56．4� 58．2	
713 コスモグラトナス 牡2青 54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 2 〃 ハナ 6．4�
22 ハ イ チ ー ズ 牡2鹿 54 丸山 元気 �ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 476＋ 6 〃 クビ 7．7
34 ヤマタケパンチ 牡2青鹿54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 高野牧場 B478－ 21：56．5クビ 16．0�
815 アルマライル 牡2青鹿54 三浦 皇成コウトミックレーシング 伊藤 大士 新ひだか 野坂牧場 494＋ 4 〃 クビ 67．4�
814 マイネルクランチ 牡2鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 海馬沢 明 440± 01：56．6クビ 201．6�
611 ニシノラヴコール 牝2黒鹿54 戸崎 圭太西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 434－ 21：56．81 3．6�
11 	 カポラヴォーロ 牡2栗 54

51 ▲武藤 雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 米 Debra Ann

Shehadi 480－ 21：59．9大差 63．9�
47 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 454－ 42：00．75 222．8�
46 ロデオチャーム 牝2黒鹿54 菅原 隆一田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 畠山牧場 B444＋14 （競走中止） 214．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，345，300円 複勝： 38，272，100円 枠連： 14，763，600円
馬連： 58，541，700円 馬単： 26，745，500円 ワイド： 35，084，600円
3連複： 81，059，500円 3連単： 96，884，400円 計： 377，696，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，140円 複 勝 � 580円 � 180円 � 1，150円 枠 連（5－7） 650円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 7，270円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 9，910円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 42，930円 3 連 単 ��� 218，140円

票 数

単勝票数 計 263453 的中 � 10388（7番人気）
複勝票数 計 382721 的中 � 14988（7番人気）� 74707（2番人気）� 7125（10番人気）
枠連票数 計 147636 的中 （5－7） 17367（2番人気）
馬連票数 計 585417 的中 �� 14710（13番人気）
馬単票数 計 267455 的中 �� 2758（31番人気）
ワイド票数 計 350846 的中 �� 8015（15番人気）�� 890（56番人気）�� 3132（25番人気）
3連複票数 計 810595 的中 ��� 1416（100番人気）
3連単票数 計 968844 的中 ��� 322（507番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．8―12．8―12．3―12．4―13．0―13．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．4―50．2―1：02．5―1：14．9―1：27．9―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F40．0
1
3
1，4，11（3，12）（2，9，13）7，10，6（14，15）5－8
1（4，11，12）（3，9，10）2，13（14，15）－5，7＝8＝6

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

勝馬の
紹 介

ユイノシンドバッド �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．7．2 福島8着

2015．3．16生 牡2青鹿 母 マドリガルスコア 母母 フサイチワールド 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 ロデオチャーム号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ロデオチャーム号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンクルブレイク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月23日まで平地

競走に出走できない。

25062 9月23日 曇 稍重 （29中山4）第6日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時35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
1：07．8
1：07．8

良
良

48 ヴェルスパー 牝2鹿 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：09．9 2．2�
23 ミントグリーン 牝2鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 栄進牧場 424－ 21：10．0� 28．5�
24 ジョブックコメン 牝2黒鹿54 田辺 裕信�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 414－ 41：10．21 14．5�
36 ノーモアサイレンス 牝2青鹿54 柴田 大知岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 筒井 征文 424± 01：10．3� 7．0�
12 オ モ ウ ツ ボ 牝2鹿 54 柴山 雄一鹽田 久義氏 浅野洋一郎 えりも 能登 浩 468－ 61：10．72� 24．4	
815 テルキーネス 牝2黒鹿54 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 418＋ 6 〃 ハナ 7．9

510 モ シ モ 牝2栗 54 戸崎 圭太小田切有一氏 本間 忍 様似 小田牧場 444＋ 61：10．8� 23．8�
714 ナンヨーイヴェール 牝2鹿 54 柴田 善臣中村 德也氏 田中 剛 浦河 栄進牧場 482－ 41：11．01� 7．2�
611 ニシノアリオス 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 高昭牧場 440± 01：11．1� 58．0
713 プリティロコガール 牝2芦 54

51 ▲武藤 雅 �コロンバスサークル 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 426－101：11．2� 213．7�
612 マインプリンセス 牝2鹿 54 的場 勇人峰 哲馬氏 的場 均 日高 宝寄山 忠則 410－ 8 〃 アタマ 342．7�
35 ド ゥ ル ガ ー 牝2青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 正徳 日高 小西ファーム 418± 0 〃 アタマ 36．4�
47 ミヤビフィオーラ 牝2黒鹿54 内田 博幸村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 428＋ 21：11．3クビ 12．4�
59 コントラスト 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 トド岩高原銀河農
場物語有限会社 458＋ 81：11．4� 177．7�

11 レディーブラント 牝2鹿 54
51 ▲横山 武史 �ダイヤモンドファーム 石栗 龍彦 浦河 ダイヤモンドファーム 416± 01：11．5� 321．0�

816 ソパドゥルグムシュ 牝2青 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 小野 秀治 420± 01：11．71� 188．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，343，200円 複勝： 53，583，600円 枠連： 15，289，600円
馬連： 61，680，400円 馬単： 30，268，700円 ワイド： 42，714，500円
3連複： 85，208，000円 3連単： 102，425，200円 計： 423，513，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 470円 � 250円 枠 連（2－4） 740円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 550円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 8，150円 3 連 単 ��� 32，510円

票 数

単勝票数 計 323432 的中 � 120984（1番人気）
複勝票数 計 535836 的中 � 178311（1番人気）� 19784（8番人気）� 44680（5番人気）
枠連票数 計 152896 的中 （2－4） 15923（4番人気）
馬連票数 計 616804 的中 �� 19501（7番人気）
馬単票数 計 302687 的中 �� 6339（10番人気）
ワイド票数 計 427145 的中 �� 10819（10番人気）�� 21181（4番人気）�� 4396（31番人気）
3連複票数 計 852080 的中 ��� 7839（29番人気）
3連単票数 計1024252 的中 ��� 2284（105番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―11．8―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―46．6―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェルスパー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．8．27 新潟3着

2015．2．23生 牝2鹿 母 ヴェルザンディ 母母 ウインドインハーヘア 2戦1勝 賞金 6，800，000円

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６日



25063 9月23日 曇 稍重 （29中山4）第6日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時05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

33 ゴーフォザサミット 牡2黒鹿54 蛯名 正義山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 492－121：49．4 5．4�
11 アイスフィヨルド 牡2芦 54 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 442± 01：49．82� 8．0�
79 コスモレリア 牡2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 21：50．01� 9．9�
78 カシノデジール 牝2鹿 54

51 ▲横山 武史柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム 430－ 81：50．1クビ 43．7�
811 スカルダイヤモンド 牡2栗 54 戸崎 圭太�KTレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 444＋ 4 〃 アタマ 6．9	
44 ペイシャレイナ 牝2鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 日高 宝寄山 忠則 456＋101：50．2� 29．1

55 オペラサンデー 牡2栗 54 勝浦 正樹戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 422－ 41：50．3� 50．6�
67 アメリカンツイスト 牡2鹿 54 田辺 裕信 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 478－ 61：50．4クビ 3．9�
810	 マ ツ カ ゼ 牡2黒鹿54 内田 博幸ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Barron-

stown Stud 506＋ 41：50．71� 3．5
22 ラヴァーズインメイ 牝2鹿 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 むかわ 市川牧場 454＋ 21：51．01� 88．5�
66 ソウラセブン 牝2青鹿54 黛 弘人村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト

クラブ 428－ 61：51．1� 193．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 31，606，100円 複勝： 44，070，800円 枠連： 12，996，500円
馬連： 59，419，300円 馬単： 30，631，300円 ワイド： 37，139，300円
3連複： 78，134，900円 3連単： 108，378，200円 計： 402，376，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 200円 � 210円 � 230円 枠 連（1－3） 2，640円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 4，190円

ワ イ ド �� 730円 �� 940円 �� 790円

3 連 複 ��� 5，480円 3 連 単 ��� 29，140円

票 数

単勝票数 計 316061 的中 � 48943（3番人気）
複勝票数 計 440708 的中 � 58446（4番人気）� 55248（5番人気）� 47803（6番人気）
枠連票数 計 129965 的中 （1－3） 3810（11番人気）
馬連票数 計 594193 的中 �� 19630（10番人気）
馬単票数 計 306313 的中 �� 5479（20番人気）
ワイド票数 計 371393 的中 �� 13232（11番人気）�� 10053（15番人気）�� 12124（12番人気）
3連複票数 計 781349 的中 ��� 10682（20番人気）
3連単票数 計1083782 的中 ��� 2696（115番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―25．6―37．7―49．7―1：01．1―1：12．9―1：25．0―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴーフォザサミット �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2017．8．20 札幌5着

2015．4．2生 牡2黒鹿 母 ラグジャリー 母母 Alleged Devotion 2戦1勝 賞金 5，700，000円

25064 9月23日 曇 不良 （29中山4）第6日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時35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

36 デザートトリップ 牡3鹿 56 的場 勇人 �グランデオーナーズ 的場 均 新冠 カミイスタット 482± 01：10．9 5．8�
611 マッジョネラ �3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 日高 北田 剛 492＋ 21：11．11 5．5�
510 グランティエラ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 510＋ 41：11．31� 12．3�
35 ケンユキノオー 牡3黒鹿 56

53 ▲武藤 雅中西 健氏 久保田貴士 新冠 石郷岡 雅樹 444－ 2 〃 ハナ 134．5�
48 サ ン コ ロ ナ 牝3栗 54

51 ▲横山 武史 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社
ケイズ 402－10 〃 クビ 12．0�

59 モアナブルー 牝3栗 54 戸崎 圭太平川 浩之氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 4 〃 アタマ 3．4	
12 キロロチャン 牝3鹿 54 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 野坂牧場 460± 01：11．4� 5．1

47 サウスカップ 牝3黒鹿54 丸山 元気�須野牧場 尾関 知人 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 420－ 81：11．6� 39．1�
816 バンリノユウシャ 牡3鹿 56 大野 拓弥塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 B516－ 2 〃 アタマ 36．0
713 チアフルガール 牝3鹿 54 柴田 大知島川 �哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 440± 01：11．7� 39．0�
24 ブルーグリュック 牡3青鹿 56

53 ▲藤田菜七子 �ブルーマネジメント尾形 和幸 新ひだか 加野牧場 470＋ 81：11．91� 35．5�
612 シーソルティキッス 牝3鹿 54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 安平 ノーザンファーム 416＋ 21：12．53� 33．2�
23 セイユウロマンス 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎松岡 正二氏 加藤 和宏 厚真 大川牧場 478＋12 〃 クビ 70．8�
11 ジ ュ ロ ー ズ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 410＋ 21：12．6クビ 107．8�
815 アキノリーツリー 牝3青鹿54 江田 照男穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 森 政巳 454＋101：13．98 327．1�
714 ネオヴェルモット 牝3青鹿 54

53 ☆井上 敏樹小林 仁幸氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 422－ 21：16．0大差 13．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，852，900円 複勝： 54，827，100円 枠連： 16，820，600円
馬連： 68，560，300円 馬単： 32，432，600円 ワイド： 48，214，100円
3連複： 91，571，300円 3連単： 109，642，600円 計： 451，921，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 200円 � 350円 枠 連（3－6） 1，140円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，270円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 5，330円 3 連 単 ��� 26，430円

票 数

単勝票数 計 298529 的中 � 41082（4番人気）
複勝票数 計 548271 的中 � 87260（2番人気）� 76171（4番人気）� 34264（7番人気）
枠連票数 計 168206 的中 （3－6） 11414（4番人気）
馬連票数 計 685603 的中 �� 43273（3番人気）
馬単票数 計 324326 的中 �� 10824（7番人気）
ワイド票数 計 482141 的中 �� 28363（2番人気）�� 9381（17番人気）�� 10675（13番人気）
3連複票数 計 915713 的中 ��� 12870（15番人気）
3連単票数 計1096426 的中 ��� 3007（69番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―12．0―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．4―45．4―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デザートトリップ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 トワイニング デビュー 2017．3．26 中京6着

2014．4．11生 牡3鹿 母 プラセンティア 母母 キャサリーンパー 6戦1勝 賞金 9，050，000円
〔制裁〕 サウスカップ号の騎手丸山元気は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）
〔その他〕 ネオヴェルモット号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 カクタスバンガー号・サンセリテ号・ジュジョール号・トウカイリオナ号・ノヴァルーナ号・マスカルポーネ号・

マナツノヨノユメ号・ルビーティアラ号
（非抽選馬） 2頭 チュウワカレント号・ベントデアモーレ号



25065 9月23日 曇 稍重 （29中山4）第6日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時25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

24 グランドピルエット 牝2鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 486 ―1：36．8 1．4�
35 ク リ ッ パ ー 牝2青鹿54 戸崎 圭太吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 460 ―1：36．9� 5．5�
36 キングドンドルマ 牡2青鹿54 嶋田 純次田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 470 ―1：37．11� 216．5�
510 マイネルオフショア 牡2黒鹿54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新ひだか へいはた牧場 480 ―1：37．31 57．3�
11 ジュンパッション 牡2芦 54 大野 拓弥河合 純二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 456 ―1：37．4	 99．3	
48 ショウナンバリウス 牡2黒鹿54 吉田 隼人国本 哲秀氏 奥村 武 新冠 ハシモトフアーム 492 ―1：37．61� 27．3

59 スガノブリランテ 牡2鹿 54 津村 明秀菅原 光博氏 清水 英克 新ひだか 沖田 哲夫 450 ― 〃 クビ 13．9�
12 カプリッチョ 牡2黒鹿54 長岡 禎仁西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 杵臼斉藤牧場 434 ―1：38．02	 219．8�
713 ア ッ シ ジ 牝2栗 54

51 ▲武藤 雅海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 400 ―1：38．21� 225．5
611 ア ス ト ル ム 牡2栗 54 石橋 脩 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 480 ―1：38．41� 44．7�
714 ベ リ ー タ 牝2栗 54 柴田 大知 �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 444 ―1：38．5� 19．7�
815 ダブルミリオン 牝2芦 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 スカイビーチステーブル 468 ―1：38．81� 38．2�
47 ロイヤルバースデー 牡2栗 54 横山 典弘松井 晴彦氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 494 ―1：39．11	 15．1�
816 ショウナンサラ 牝2鹿 54 柴山 雄一国本 哲秀氏 武市 康男 新ひだか 西村 和夫 464 ― 〃 アタマ 143．0�
23 クリノローランサン 牝2鹿 54 三浦 皇成栗本 博晴氏 高市 圭二 様似 様似渡辺牧場 420 ― 〃 クビ 24．2�

（ローランサン）

612 リードボーカル 牡2鹿 54 丸田 恭介 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 508 ―1：41．7大差 270．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，898，400円 複勝： 133，945，400円 枠連： 17，770，600円
馬連： 62，225，200円 馬単： 40，528，700円 ワイド： 39，579，100円
3連複： 77，853，500円 3連単： 130，390，500円 計： 543，191，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 2，100円 枠 連（2－3） 360円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 200円 �� 4，460円 �� 9，620円

3 連 複 ��� 18，610円 3 連 単 ��� 35，280円

票 数

単勝票数 計 408984 的中 � 220164（1番人気）
複勝票数 計1339454 的中 � 1038867（1番人気）� 79597（2番人気）� 2871（13番人気）
枠連票数 計 177706 的中 （2－3） 37776（1番人気）
馬連票数 計 622252 的中 �� 123319（1番人気）
馬単票数 計 405287 的中 �� 62144（1番人気）
ワイド票数 計 395791 的中 �� 65586（1番人気）�� 1926（43番人気）�� 886（58番人気）
3連複票数 計 778535 的中 ��� 3136（50番人気）
3連単票数 計1303905 的中 ��� 2679（103番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．9―37．3―49．4―1：01．5―1：13．3―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

グランドピルエット �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2015．2．5生 牝2鹿 母 ザ レ マ 母母 シ ェ ン ク 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ロイヤルバースデー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※リードボーカル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

25066 9月23日 曇 重 （29中山4）第6日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時55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

47 バ レ ッ テ ィ �3鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 508＋ 41：53．1 3．4�
11 ガクチカキッズ 牡3黒鹿56 吉田 隼人菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 追分ファーム 460－ 41：53．73� 9．0�
48 ハ レ カ イ 牡3栗 56 戸崎 圭太�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 41：53．8� 5．9�
24 ベストプレディクト 牡3鹿 56

55 ☆木幡 初也 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 472－ 81：53．9� 16．1�
59 ストラギスト 牝3芦 54

51 ▲菊沢 一樹�下河辺牧場 中川 公成 日高 下河辺牧場 444＋ 21：54．11 41．8	
510 ニシノキッカセキ 牡3鹿 56 大野 拓弥西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 谷川牧場 472＋ 41：54．31� 4．1

35 サンピッツバーグ 牝3鹿 54 丸田 恭介 �加藤ステーブル 田島 俊明 日高 有限会社

ケイズ 434± 01：54．62 55．5�
815 デ ス ト ロ イ 牡3栗 56 柴田 善臣諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B504＋ 81：54．7� 9．4�
23 モーリーファ 牝3黒鹿54 丸山 元気 �シルクレーシング 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 460－ 21：54．8クビ 38．0
36 マジックバラード 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 468－ 4 〃 クビ 74．0�
611 クオリティスタート 牝3栗 54

52 △伴 啓太大谷 正嗣氏 尾形 和幸 平取 坂東牧場 506＋121：55．43� 49．5�
713 ボナジョルナータ 牡3鹿 56 伊藤 工真島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 516＋121：55．5� 15．7�
12 ショウナンアリオン 牡3鹿 56 柴山 雄一国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 武 牧場 454－101：55．6� 227．9�
612 オメガジェルベーラ 牡3栗 56 内田 博幸原 	子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 490＋ 4 〃 クビ 10．2�
714 ピースワンデュー 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎長谷川成利氏 大竹 正博 新ひだか 片岡 博 B480－ 31：55．8� 256．0�
816 オーネットマーロン 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅醍醐 伸之氏 戸田 博文 浦河 有限会社
松田牧場 430＋ 21：59．0大差 314．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，092，200円 複勝： 46，966，300円 枠連： 18，300，400円
馬連： 68，200，300円 馬単： 30，550，200円 ワイド： 42，917，600円
3連複： 92，696，800円 3連単： 110，825，600円 計： 439，549，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 250円 � 210円 枠 連（1－4） 1，000円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 620円 �� 500円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 3，400円 3 連 単 ��� 14，270円

票 数

単勝票数 計 290922 的中 � 66822（1番人気）
複勝票数 計 469663 的中 � 101336（1番人気）� 42141（5番人気）� 52382（4番人気）
枠連票数 計 183004 的中 （1－4） 14073（4番人気）
馬連票数 計 682003 的中 �� 34189（5番人気）
馬単票数 計 305502 的中 �� 8635（7番人気）
ワイド票数 計 429176 的中 �� 17761（6番人気）�� 22778（2番人気）�� 9056（16番人気）
3連複票数 計 926968 的中 ��� 20429（6番人気）
3連単票数 計1108256 的中 ��� 5629（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．1―49．9―1：02．1―1：14．3―1：26．9―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．8
1
3
1，2－（9，12）（10，16）（4，15）14－（11，7）－（5，13）8，6－3
1（2，12）（9，10，15）（4，7）14（5，16，11，13）（6，8）＝3

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

勝馬の
紹 介

バ レ ッ テ ィ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．3．19 中山10着

2014．2．4生 �3鹿 母 ザ レ マ 母母 シ ェ ン ク 5戦1勝 賞金 6，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーネットマーロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月23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。
（非当選馬） 2頭 トーアツキヒカリ号・プラグドワグナー号
（非抽選馬） 1頭 オーロファイン号



25067 9月23日 曇 重 （29中山4）第6日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13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 タイセイスペリオル 牡4鹿 57 戸崎 圭太田中 成奉氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 470± 01：10．3 2．2�
611 デピュティプライム �4栗 57 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 クビ 10．7�
24 トウショウデュエル 牡5栗 57

56 ☆木幡 初也トウショウ産業� 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 516± 01：10．72� 15．8�
48 アメイズミー 牡3鹿 55 津村 明秀�G1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 460± 01：10．8� 12．7�
47 デルマオフクロサン 牝3黒鹿53 松岡 正海浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 436－ 61：10．9� 6．2�
713 モルゲンロート 牡4鹿 57 嘉藤 貴行武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 480± 0 〃 アタマ 4．7	
714 ビレッジエンパイア 牡4鹿 57 大野 拓弥村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 474－ 41：11．0クビ 38．7

815 タイセイマルス 牡3黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 464＋101：11．21� 101．8�
35 シゲルヒョウ 牡3鹿 55 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 伊藤 敏明 B486＋ 2 〃 クビ 17．8�
12 ショークール 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子吉冨 学氏 加藤 和宏 新冠 若林牧場 516－ 21：11．3クビ 71．0
59 ダッシャークワトロ �4鹿 57 北村 宏司芦田 信氏 黒岩 陽一 日高 下河辺牧場 454＋ 61：11．51� 195．4�
11 	 ホ ー ミ ー 牡4黒鹿57 森 一馬小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 472± 0 〃 クビ 139．5�
510 コットンパール 牝4鹿 55 西田雄一郎�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 470＋ 81：11．81
 267．1�
612 ニシノオウカン 牡3青鹿 55

52 ▲武藤 雅西山 茂行氏 古賀 慎明 新冠 中本牧場 446－ 21：12．54 22．0�
23 	 マ グ レ ブ �4鹿 57 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド B476＋16 〃 クビ 226．4�
816	 アリエルバローズ 牡4鹿 57 柴山 雄一猪熊 広次氏 尾形 和幸 新冠 川島牧場 456＋ 21：12．82 51．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，164，100円 複勝： 50，987，700円 枠連： 20，480，500円
馬連： 79，635，500円 馬単： 36，191，500円 ワイド： 45，559，000円
3連複： 104，716，800円 3連単： 128，338，600円 計： 501，073，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 240円 � 280円 枠 連（3－6） 640円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 440円 �� 640円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 10，700円

票 数

単勝票数 計 351641 的中 � 127113（1番人気）
複勝票数 計 509877 的中 � 127966（1番人気）� 46845（4番人気）� 37905（6番人気）
枠連票数 計 204805 的中 （3－6） 24651（3番人気）
馬連票数 計 796355 的中 �� 69234（2番人気）
馬単票数 計 361915 的中 �� 20804（3番人気）
ワイド票数 計 455590 的中 �� 28176（3番人気）�� 18377（5番人気）�� 7852（20番人気）
3連複票数 計1047168 的中 ��� 23430（9番人気）
3連単票数 計1283386 的中 ��� 8693（22番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．1―11．7―12．3―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイスペリオル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2015．11．28 東京1着

2013．3．15生 牡4鹿 母 スペシャルポケット 母母 トゥースペシャル 7戦3勝 賞金 25，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ラスカルグレイ号

25068 9月23日 曇 稍重 （29中山4）第6日 第8競走 ��3，210�
せいしゅう

清秋ジャンプステークス
発走14時00分 （ 芝 ）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
賞 品

本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード3：32．3良

78 スズカプレスト 牡5鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 460＋ 83：39．5 2．3�
79 キングナポレオン �6黒鹿60 白浜 雄造田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 470－ 63：39．6� 6．0�
67 クランモンタナ 牡8芦 60 熊沢 重文 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 478－ 23：39．81	 14．1�
11 ゼンノトライブ 牡4黒鹿60 難波 剛健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 438－ 8 〃 クビ 48．1�
33 
 マイネルプロンプト �5黒鹿60 中村 将之岡田 壮史氏 坂口 正則 新冠 コスモヴューファーム 464－ 23：39．9� 4．5�
22 エイシンフランキー 牡6芦 61 森 一馬	栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 498－ 23：40．11 16．7

811 トーセンメリッサ 牝5青 58 小野寺祐太島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 488＋ 43：40．2� 80．4�
55 
 リバータイキ 牡8栗 60 金子 光希河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 528± 03：40．62� 25．0
66 トーアディラン �4栗 60 五十嵐雄祐高山ランド	 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 484＋ 43：40．91� 8．1�
810 ウインセイヴィア 牡5栗 60 草野 太郎	ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 83：43．5大差 29．0�
44 クリノダイコクテン 牡6栃栗61 植野 貴也栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 474－12 （競走中止） 12．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，690，000円 複勝： 31，671，000円 枠連： 17，288，500円
馬連： 59，949，100円 馬単： 29，788，400円 ワイド： 32，574，000円
3連複： 80，546，100円 3連単： 127，260，700円 計： 403，767，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 190円 � 380円 枠 連（7－7） 730円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 300円 �� 780円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 9，110円

票 数

単勝票数 計 246900 的中 � 83122（1番人気）
複勝票数 計 316710 的中 � 88213（1番人気）� 40450（3番人気）� 15328（7番人気）
枠連票数 計 172885 的中 （7－7） 18177（3番人気）
馬連票数 計 599491 的中 �� 61514（2番人気）
馬単票数 計 297884 的中 �� 19342（2番人気）
ワイド票数 計 325740 的中 �� 31694（1番人気）�� 10170（9番人気）�� 6638（16番人気）
3連複票数 計 805461 的中 ��� 23210（7番人気）
3連単票数 計1272607 的中 ��� 10126（21番人気）
上り 1マイル 1：49．6 4F 52．6－3F 39．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカプレスト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 メジロライアン デビュー 2014．6．29 阪神9着

2012．5．3生 牡5鹿 母 メジロプレスト 母母 レールデユタン 障害：10戦2勝 賞金 50，493，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 クリノダイコクテン号は，1周目2号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



25069 9月23日 曇 稍重 （29中山4）第6日 第9競走 ��
��2，500�

く じ ゅ う く り

九 十 九 里 特 別
発走14時35分 （芝・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

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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

66 マイネルヴンシュ 牡3鹿 54 柴田 大知 �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 452＋ 62：34．1 4．8�

44 ウインヴォラーレ 牡4黒鹿57 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 6 〃 クビ 2．2�
22 チャロネグロ 牡3黒鹿54 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494＋ 62：34．2クビ 2．9�

11 タケルラムセス 牡5鹿 57 内田 博幸森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 476－ 42：34．52 24．7�
88 スズカヴァンガード �6栗 57 西田雄一郎永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 488＋ 42：34．6	 28．0�
55 エアピザレー 牡6栗 57 北村 宏司 �ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 480－ 4 〃 ハナ 15．6	
77 フジマサエンペラー �8黒鹿57 柴田 善臣藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 496± 02：35．02	 10．5

33 
 ハヤブサライデン 牡5鹿 57 江田 照男�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 488＋ 22：35．42	 37．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 38，161，200円 複勝： 56，572，300円 枠連： 発売なし
馬連： 91，712，000円 馬単： 47，407，700円 ワイド： 40，647，400円
3連複： 99，350，300円 3連単： 231，810，600円 計： 605，661，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 120円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 210円 �� 290円 �� 150円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 3，790円

票 数

単勝票数 計 381612 的中 � 63175（3番人気）
複勝票数 計 565723 的中 � 76427（3番人気）� 249228（1番人気）� 107572（2番人気）
馬連票数 計 917120 的中 �� 123367（2番人気）
馬単票数 計 474077 的中 �� 25279（5番人気）
ワイド票数 計 406474 的中 �� 46230（2番人気）�� 30041（4番人気）�� 81376（1番人気）
3連複票数 計 993503 的中 ��� 176006（1番人気）
3連単票数 計2318106 的中 ��� 44288（10番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．3―19．3―31．9―44．3―56．9―1：10．5―1：22．7―1：35．2―1：46．9―1：58．4―2：09．9―2：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→
」 上り4F47．2―3F35．7
1
�
3，4（7，5）6－8（1，2）
3，4（7，5）6（8，1，2）

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

勝馬の
紹 介

マイネルヴンシュ 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．11．12 東京4着

2014．5．3生 牡3鹿 母 マイネシャローナ 母母 ザ ナ ッ ク 9戦3勝 賞金 36，305，000円

25070 9月23日 曇 重 （29中山4）第6日 第10競走 ��
��1，800�茨 城 新 聞 杯

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

茨城新聞社賞（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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

12 ブレスアロット 牡4栗 57 北村 宏司吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 468＋ 21：51．6 7．6�
714 ク ラ シ コ 牡5鹿 57 内田 博幸林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 516＋ 61：51．81� 3．4�
815 クリノフウジン 牡3栗 54 戸崎 圭太栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 490＋10 〃 クビ 25．5�

816 リヴェルディ 牡3鹿 54 吉田 隼人�佐藤牧場 中川 公成 平取 スガタ牧場 520＋ 81：51．9クビ 2．5�
（法634）

35 フジマサクラウン 牡6鹿 57 田中 勝春藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 518－101：52．0	 45．2�
59 エムオーグリッタ 牡3鹿 54 勝浦 正樹大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 
橋本牧場 486＋ 21：52．1� 46．7	
24 サ ラ セ ニ ア 牡4芦 57 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 474－ 21：52．52� 6．4

612 ゼンノスサノヲ 牡6栗 57 柴田 大知大迫久美子氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 474－ 21：52．81	 209．9�
47 サクレエクスプレス 牝3鹿 52 大野 拓弥 K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 クビ 9．8�
36 セイカエドミザカ 牡4栗 57 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 478－101：52．9クビ 61．4
23 ツインキャンドル 牝6鹿 55 武藤 雅�下河辺牧場 武藤 善則 日高 下河辺牧場 B458＋121：53．0� 136．3�
713 ルーレットクイーン 牝4栗 55 三浦 皇成�KTレーシング 武井 亮 浦河 昭和牧場 432－ 61：53．31	 93．1�
48 ディアグリスター 牡7鹿 57 田辺 裕信ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 松浦牧場 B486± 01：53．4	 72．2�
11 ジュガンティーヤ 牡6青 57 横山 和生�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B530＋ 21：53．71	 250．9�
611� ス ケ ロ ク 牡5栗 57 石橋 脩サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 508＋ 41：54．02 76．1�
510 ノースランドボーイ 5青 57 西田雄一郎河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 B498＋121：54．1� 45．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，293，100円 複勝： 80，666，800円 枠連： 33，272，900円
馬連： 154，874，700円 馬単： 67，066，200円 ワイド： 78，527，400円
3連複： 204，599，800円 3連単： 282，524，700円 計： 951，825，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 230円 � 130円 � 560円 枠 連（1－7） 1，270円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 470円 �� 3，210円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 10，610円 3 連 単 ��� 51，630円

票 数

単勝票数 計 502931 的中 � 52286（4番人気）
複勝票数 計 806668 的中 � 83907（4番人気）� 214719（1番人気）� 26738（6番人気）
枠連票数 計 332729 的中 （1－7） 20238（5番人気）
馬連票数 計1548747 的中 �� 98810（4番人気）
馬単票数 計 670662 的中 �� 17376（11番人気）
ワイド票数 計 785274 的中 �� 46417（4番人気）�� 5893（34番人気）�� 17558（10番人気）
3連複票数 計2045998 的中 ��� 14458（30番人気）
3連単票数 計2825247 的中 ��� 3967（142番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．7―48．9―1：00．8―1：12．7―1：25．2―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブレスアロット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．1．31 東京7着

2013．1．22生 牡4栗 母 サンクスアロット 母母 ディソサード 14戦4勝 賞金 47，791，000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 アルファアリエス号・ウエスタンオウジ号・コスモボアソルテ号・サクラルコール号・ラテラス号



25071 9月23日 曇 稍重 （29中山4）第6日 第11競走 ��
��1，200�セプテンバーステークス

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，28．9．24以降29．9．18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 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

24 タマモブリリアン 牝4黒鹿54 吉田 隼人タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 464－ 21：08．0 2．9�
510 アドマイヤナイト 牝5栗 54 戸崎 圭太近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 432－ 41：08．1� 2．6�
11 デンコウウノ 牡6鹿 55 柴山 雄一田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 492－10 〃 ハナ 15．4�
35 ドラゴンストリート 牡6鹿 54 三浦 皇成窪田 芳郎氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 472－ 21：08．2� 25．4�
36 スマートカルロス 牡5鹿 56 丸田 恭介大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 476－ 41：08．3クビ 14．7�
59 ユキノアイオロス �9鹿 54 横山 典弘井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 478± 01：08．4� 24．7	
816 ニシオボヌール �5黒鹿55 高田 潤西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 490＋ 2 〃 クビ 7．5

611 メイショウブイダン 牡6鹿 54 石橋 脩松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 456－ 8 〃 ハナ 36．3�
713 ト シ ザ キ ミ 牝6鹿 52 吉田 豊上村 利幸氏 	島 一歩 浦河 浦河小林牧場 486± 01：08．71� 64．8�
47 
 スズカアーサー 牡8鹿 52 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 498－ 4 〃 ハナ 94．0
48 クリノタカラチャン 牝7黒鹿50 木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 420＋10 〃 アタマ 181．5�
23 パイメイメイ 牝6鹿 50 横山 武史西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B506＋181：08．8� 132．2�
612 オデュッセウス 牡4鹿 57 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 494＋ 61：08．9� 24．4�
714 モ ル ジ ア ナ 牝5栗 55 北村 宏司 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494＋121：09．11� 13．5�
12 
 クリノハッチャン 牝6鹿 50 武藤 雅栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 478＋16 〃 クビ 164．8�

（15頭）
815 パラダイスガーデン 牝5栗 52 大野 拓弥岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 米 Crossroads

Farm, LLC 482＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 70，469，100円 複勝： 105，356，000円 枠連： 65，429，900円
馬連： 252，559，800円 馬単： 103，894，900円 ワイド： 117，013，700円
3連複： 313，542，400円 3連単： 482，502，100円 計： 1，510，767，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 120円 � 260円 枠 連（2－5） 450円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 180円 �� 590円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 7，680円

票 数

単勝票数 差引計 704691（返還計 46658） 的中 � 188181（2番人気）
複勝票数 差引計1053560（返還計 61843） 的中 � 255901（2番人気）� 257323（1番人気）� 69025（4番人気）
枠連票数 差引計 654299（返還計 13113） 的中 （2－5） 110876（1番人気）
馬連票数 差引計2525598（返還計464922） 的中 �� 488767（1番人気）
馬単票数 差引計1038949（返還計180011） 的中 �� 104113（1番人気）
ワイド票数 差引計1170137（返還計190855） 的中 �� 205635（1番人気）�� 44222（4番人気）�� 37732（9番人気）
3連複票数 差引計3135424（返還計919393） 的中 ��� 124049（4番人気）
3連単票数 差引計4825021（返還計1437034） 的中 ��� 45495（14番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．0―11．2―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．5―44．7―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．5
3 1，4，8，9，10（5，11，16）6，13－（7，14，12）－（3，2） 4 1，4（9，8）10（5，11，16）（6，12）13－（3，2）14，7

勝馬の
紹 介

タマモブリリアン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2015．10．12 京都3着

2013．3．28生 牝4黒鹿 母 チャームダイヤ 母母 ダイヤモンドピアス 21戦5勝 賞金 93，466，000円
〔競走除外〕 パラダイスガーデン号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ニシオボヌール号の騎手高田潤は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番・13番・12番）

スマートカルロス号の騎手丸田恭介は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）

25072 9月23日 曇 稍重 （29中山4）第6日 第12競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走16時25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
1：57．8
1：56．1

良
良

36 スマートエレメンツ 牡3鹿 54 三浦 皇成大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠
スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 496＋ 62：01．9 9．8�

24 キャリアベスト 牡3栗 54 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 増本牧場 496± 02：02．0� 14．2�
47 クラークキー 牡3鹿 54 戸崎 圭太保坂 和孝氏 池上 昌弘 新冠 長浜牧場 486＋ 22：02．32 3．1�
815 ウ ォ ー ブ ル 牝3黒鹿52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 466± 0 〃 ハナ 17．0�
11 ハートオブスワロー 牝3黒鹿 52

49 ▲武藤 雅�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 426± 02：02．51	 8．9	
23 サトノルーラー 牡3黒鹿54 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 500－ 6 〃 クビ 5．2

612 プレシャスブルー 牡3鹿 54 石橋 脩石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 422－ 22：02．71	 7．9�
611 ロイヤルシーロード 牝3栗 52

49 ▲野中悠太郎吉田 晴哉氏 尾形 和幸 安平 追分ファーム 472＋10 〃 ハナ 124．6�
713 ジュンヴァリアス 牡3鹿 54 北村 宏司河合 純二氏 畠山 吉宏 新冠 芳住 鉄兵 446＋ 4 〃 クビ 10．1
59 ジュニエーブル 牡3鹿 54 吉田 豊柴田 洋一氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 442－ 42：02．8クビ 15．2�
816 マイネルパンドーロ 牡3黒鹿54 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 42：03．22� 41．0�
714 フェアリーフォート 牝3黒鹿52 津村 明秀 �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 430＋ 4 〃 ハナ 234．1�
48 フラワーシップ 牝3黒鹿52 丸田 恭介合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 416± 02：03．41	 239．0�
35 ラ リ ュ ー ル 牝3鹿 52

49 ▲菊沢 一樹�下河辺牧場 池上 昌和 日高 下河辺牧場 430－ 62：03．82� 292．9�
817 バルビエール 牡5鹿 57 蛯名 正義吉田 和美氏 武井 亮 新ひだか タイヘイ牧場 518＋16 〃 クビ 16．9�
12 リ ュ イ ザ ン 牡3栗 54

51 ▲横山 武史�G1レーシング 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 410＋ 62：04．01 274．6�

510 ホウザンキングダム 牡3栗 54 勝浦 正樹加藤 豊三氏 南田美知雄 むかわ 清水ファーム 506－ 62：04．74 386．8�
（17頭）

売 得 金
単勝： 68，961，700円 複勝： 96，414，700円 枠連： 46，056，500円
馬連： 182，321，200円 馬単： 72，697，100円 ワイド： 106，667，500円
3連複： 249，943，500円 3連単： 335，942，500円 計： 1，159，004，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 260円 � 280円 � 150円 枠 連（2－3） 1，990円

馬 連 �� 5，970円 馬 単 �� 11，420円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 750円 �� 770円

3 連 複 ��� 7，110円 3 連 単 ��� 55，440円

票 数

単勝票数 計 689617 的中 � 56146（5番人気）
複勝票数 計 964147 的中 � 84033（4番人気）� 76223（7番人気）� 209978（1番人気）
枠連票数 計 460565 的中 （2－3） 17856（9番人気）
馬連票数 計1823212 的中 �� 23664（27番人気）
馬単票数 計 726971 的中 �� 4771（53番人気）
ワイド票数 計1066675 的中 �� 17758（23番人気）�� 36950（5番人気）�� 35955（6番人気）
3連複票数 計2499435 的中 ��� 26348（24番人気）
3連単票数 計3359425 的中 ��� 4393（202番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．5―37．8―50．2―1：02．9―1：14．9―1：26．6―1：38．5―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．3
1
3
6（3，17）5，12，7（1，13）11（14，16）8（4，15）（9，10）2
15，6，17，3（5，7，12）（1，14，13，16）4（11，9）（10，8）2

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

勝馬の
紹 介

スマートエレメンツ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．9．4 新潟6着

2014．4．11生 牡3鹿 母 ルビーレジェンド 母母 ル ビ ア 12戦2勝 賞金 19，120，000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） 3頭 クリノダヴィンチ号・スキーマー号・ローブ号
（非抽選馬） 1頭 ピジョンレッド号



（29中山4）第6日 9月23日 （祝日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 173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

212，820，000円
5，060，000円
16，180，000円
1，630，000円
23，470，000円
72，086，000円
5，138，200円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
477，877，300円
793，333，800円
278，469，600円
1，199，679，500円
548，202，800円
666，638，200円
1，559，222，900円
2，246，925，700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 7，770，349，800円

総入場人員 16，977名 （有料入場人員 15，118名）
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