
25073 9月24日 曇 重 （29中山4）第7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

510 クラウンエンジニア 牡2栗 54 戸崎 圭太矢野 恭裕氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 482＋ 61：13．3 5．8�
36 パズルリンクス 牡2黒鹿54 大野 拓弥水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 430－ 61：13．4�＋ハナ 116．7�
24 ラプターゲイル 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 中田 英樹 440＋ 4 （降着） 124．7�
35 ニシノシコン 牡2鹿 54 嶋田 純次西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 日進牧場 444－ 21：13．61� 38．5�
611 ラインマッシモ 牡2栗 54 津村 明秀大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 浦河 桑田 正己 458＋ 61：13．7� 10．9�
59 セグレートシチー 牡2栗 54 三浦 皇成 	友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B508＋241：13．8クビ 42．7

47 ベ リ ン ダ 牝2栗 54 内田 博幸	ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426± 01：14．01� 2．9�
23 ベルクカッツェ 牡2青鹿 54

51 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 450－ 4 〃 クビ 7．7�
12 クラウンミリオン 牡2鹿 54 西田雄一郎矢野まり子氏 伊藤 伸一 日高 クラウン日高牧場 468－ 41：14．1� 251．6
612 サイモンルチアーノ 牡2栗 54 吉田 豊澤田 昭紀氏 田中 清隆 青森 今川 満良 488－ 4 〃 ハナ 4．6�
816 ポイズンピル 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新冠 安達 洋生 430－ 41：14．2� 30．3�
815 ロトヴィーナス 牝2栗 54 武士沢友治國武 佳博氏 小桧山 悟 新ひだか タガミファーム 508－ 81：14．52 43．2�
48 マ カ ロ ン 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹小林 博雄氏 伊藤 正徳 浦河 絵笛牧場 462－ 41：14．81� 96．7�
713 ミネコガンバロウネ 牝2栗 54 菅原 隆一栗山 道郎氏 伊藤 正徳 茨城 栗山 道郎 460－ 41：14．9� 290．1�
714 ケ ル ー ス 牡2黒鹿54 田中 勝春橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 488－ 61：15．11� 50．6�
11 パリモンマルトル 牝2鹿 54 横山 和生�ミルファーム 小野 次郎 浦河 ミルファーム 450＋141：16．16 12．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，449，900円 複勝： 44，012，000円 枠連： 16，611，200円
馬連： 62，907，900円 馬単： 29，840，700円 ワイド： 41，540，800円
3連複： 89，318，000円 3連単： 109，003，800円 計： 420，684，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 230円 � 1，590円 � 2，680円 枠 連（3－5） 6，380円

馬 連 �� 33，090円 馬 単 �� 45，480円

ワ イ ド �� 6，480円 �� 6，880円 �� 34，620円

3 連 複 ��� 303，110円 3 連 単 ��� 1，612，810円

票 数

単勝票数 計 274499 的中 � 39909（3番人気）
複勝票数 計 440120 的中 � 63116（3番人気）� 6443（12番人気）� 3750（14番人気）
枠連票数 計 166112 的中 （3－5） 2017（20番人気）
馬連票数 計 629079 的中 �� 1473（58番人気）
馬単票数 計 298407 的中 �� 492（95番人気）
ワイド票数 計 415408 的中 �� 1660（53番人気）�� 1562（56番人気）�� 308（103番人気）
3連複票数 計 893180 的中 ��� 221（309番人気）
3連単票数 計1090038 的中 ��� 49（1679番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―11．6―12．3―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．0―34．6―46．9―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンエンジニア �
�
父 ハードスパン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2017．7．1 福島4着

2015．3．28生 牡2栗 母 トゥルーファンタジー 母母 Jood 3戦1勝 賞金 6，850，000円
〔発走状況〕 ポイズンピル号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻4分遅延。
〔降着〕 ラプターゲイル号は，2位〔タイム1分13秒4，着差�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで外側に斜行して

「パズルリンクス」号の走行を妨害し，かつ，走行妨害がなければ被害馬が先に入線していたと認められるため3着に降着。（そ
の他被害馬：11番）

〔制裁〕 ラプターゲイル号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成29年9月30日から平成29年
10月1日まで騎乗停止。（被害馬：6番・11番）

〔その他〕 ラプターゲイル号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。
（非抽選馬） 2頭 サカショウクィーン号・シゲルソラマメ号

25074 9月24日 晴 良 （29中山4）第7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

79 タイドオーバー 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 秋場牧場 424－ 21：36．8 20．6�
55 イ ル ル ー メ 牡2黒鹿 54

51 ▲横山 武史西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド 476－ 61：37．12 19．7�
44 ペイシェンス 牝2栗 54

53 ☆井上 敏樹北所 直人氏 小笠 倫弘 平取 赤石牧場 456－101：37．2� 7．9�
812 バットオールソー 牡2栗 54 石橋 脩久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 2 〃 クビ 4．3�
68 トーセンリゲル 牡2栗 54 本田 正重島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 430± 0 〃 ハナ 140．0	
（船橋）

11 サトノテラス 牡2鹿 54 戸崎 圭太里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 530＋ 21：37．41� 1．7

67 ウェディングベール 牝2芦 54

51 ▲藤田菜七子岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 428＋ 2 〃 同着 87．4�
33 アイファートニオー 牡2鹿 54 江田 照男中島 稔氏 竹内 正洋 新冠 川上 悦夫 426＋ 21：37．5クビ 68．3�
56 ミ フ ラ ー ブ 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 2 〃 クビ 282．4
710 クニノオーシャン 牡2芦 54 松岡 正海太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本 幸雄 468＋ 41：37．71� 18．0�
22 マイネルパブリック 牡2鹿 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 476＋ 81：38．12� 247．0�
811 ウサギノダンス 牡2黒鹿54 蛯名 正義桐谷 茂氏 南田美知雄 浦河 大道牧場 466－ 61：40．3大差 21．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，279，200円 複勝： 111，120，500円 枠連： 14，634，900円
馬連： 54，262，300円 馬単： 39，352，900円 ワイド： 38，350，000円
3連複： 75，300，100円 3連単： 149，414，300円 計： 510，714，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 1，130円 � 1，140円 � 680円 枠 連（5－7） 5，670円

馬 連 �� 12，410円 馬 単 �� 35，050円

ワ イ ド �� 2，820円 �� 1，230円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 20，140円 3 連 単 ��� 182，050円

票 数

単勝票数 計 282792 的中 � 11605（6番人気）
複勝票数 計1111205 的中 � 25651（5番人気）� 25431（6番人気）� 44538（3番人気）
枠連票数 計 146349 的中 （5－7） 1999（12番人気）
馬連票数 計 542623 的中 �� 3387（24番人気）
馬単票数 計 393529 的中 �� 842（52番人気）
ワイド票数 計 383500 的中 �� 3438（23番人気）�� 8171（13番人気）�� 6851（14番人気）
3連複票数 計 753001 的中 ��� 2804（42番人気）
3連単票数 計1494143 的中 ��� 595（285番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．1―12．0―12．8―12．1―12．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．1―36．2―48．2―1：01．0―1：13．1―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F35．8

3 2－6（7，9）12（3，10，5）（8，4，1）＝11
2
4

・（2，6）7（3，9，12）（8，10）4，5，1－11・（2，6）9（7，12）（10，5）（3，4，1）8＝11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイドオーバー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ミ シ エ ロ デビュー 2017．8．5 新潟7着

2015．5．13生 牝2黒鹿 母 ディアマイフレンズ 母母 フジノタカコトブキ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時45分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 中山競馬 第７日



25075 9月24日 晴 重 （29中山4）第7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 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

12 デザートスネーク 牡3鹿 56 吉田 隼人石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 486－ 41：53．5 12．8�
48 シャープシューター 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 506＋ 6 〃 クビ 3．4�
11 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 518＋ 41：53．92� 2．3�
713 ラ ン ボ シ 牡3鹿 56 宮崎 北斗古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 松田牧場 B478－ 81：54．32 12．2�
510 ル ー フ ァ ス 牡3栗 56 三浦 皇成�G1レーシング 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B472－ 81：55．910 63．4	
36 カ ド モ ス 牡3鹿 56 柴山 雄一吉田 勝己氏 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 542＋ 41：56．21� 91．4

611 ヘ イ ポ ー ラ 牝3鹿 54 武士沢友治稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 496＋ 61：56．3� 17．1�
714 ラディアンスウェイ 牡3鹿 56 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 432＋ 21：56．93� 17．8�
47 スギノエンプレス 牝3黒鹿54 内田 博幸杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 472－ 41：57．11 6．0
59 	 コスモライジン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 米 Brandy-

wine Farm 456＋ 4 〃 ハナ 86．3�
23 テンゴールドラブ 牝3青鹿 54

52 △伴 啓太天白 泰司氏 尾形 和幸 新冠 佐藤牧場 438－121：57．31� 232．1�
24 クインズダルビー 
3鹿 56 黛 弘人亀田 和弘氏 奥平 雅士 新ひだか 村上牧場 B460± 0 〃 アタマ 97．9�
816 エンジェルナンバー 牝3黒鹿54 江田 照男岡田 牧雄氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 430－ 21：57．72� 152．7�
612 パープルハート 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 494－ 81：58．01� 259．1�
815 サクラトップキング 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎�トップフェロウ宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 B512－ 61：58．42� 401．9�
35 ドラゴンワーグナー 牡3栗 56 北村 宏司窪田 康志氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 484＋ 31：59．25 31．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，269，200円 複勝： 53，109，400円 枠連： 23，542，500円
馬連： 70，384，400円 馬単： 36，642，400円 ワイド： 46，771，400円
3連複： 95，199，000円 3連単： 128，471，700円 計： 488，390，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 330円 � 130円 � 140円 枠 連（1－4） 270円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 9，150円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 870円 �� 240円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 29，800円

票 数

単勝票数 計 342692 的中 � 21255（5番人気）
複勝票数 計 531094 的中 � 27873（7番人気）� 123389（1番人気）� 114646（2番人気）
枠連票数 計 235425 的中 （1－4） 66713（1番人気）
馬連票数 計 703844 的中 �� 15430（12番人気）
馬単票数 計 366424 的中 �� 3003（29番人気）
ワイド票数 計 467714 的中 �� 9724（15番人気）�� 12555（10番人気）�� 58325（1番人気）
3連複票数 計 951990 的中 ��� 25260（7番人気）
3連単票数 計1284717 的中 ��� 3125（92番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．8
1
3
・（8，12）（2，13）（5，14）1（10，11）7（3，16）9，6－15－4・（8，13）6，2（1，12，14）（10，11）－（3，5，9，16）4－7＝15

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

勝馬の
紹 介

デザートスネーク �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2017．1．16 中京3着

2014．3．25生 牡3鹿 母 ジョイアサーティン 母母 アサーテイン 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 アウトオンアリム号の騎手丸田恭介は，3コーナー通過後に外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・10

番）
アウトオンアリム号の騎手丸田恭介は，4コーナー手前での御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：6番）

〔その他〕 パープルハート号は，3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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エンジェルナンバー号・サクラトップキング号・ドラゴンワーグナー号は，「タイムオーバーによる

出走制限」のため，平成29年10月24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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 キャノンショット号・ゴールドスカイ号・ディジョン号・ハコダテオウカ号・マッキーイマジン号・メリルフォンテン号

25076 9月24日 晴 重 （29中山4）第7日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走11時40分 （ダート・右）

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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

816 デンコウケンジャ 牡2黒鹿54 柴田 善臣田中 康弘氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 488 ―1：11．7 6．4�
59 リードザウインド 牝2青鹿54 三浦 皇成吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 462 ―1：12．33� 15．5�
48 タ ガ ノ ア ム 牝2鹿 54 田辺 裕信八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480 ―1：12．93� 4．2�
36 カ ナ メ 牡2青鹿54 北村 宏司玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 526 ―1：13．11� 36．7�
47 エルモアレッタ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 小西 一男 浦河 笹地牧場 470 ―1：14．05 20．1�
815 パ ス イ 牡2栗 54 岩部 純二�ミルファーム 高市 圭二 新冠 川上牧場 476 ―1：14．42� 62．5	
11 ブルベアタカナ 牡2鹿 54

51 ▲武藤 雅 
ブルアンドベア 中野 栄治 日高 石原牧場 434 ―1：14．61� 46．7�
714 タケノライデン 牡2鹿 54 嘉藤 貴行礒野日出夫氏 田島 俊明 新冠 佐藤 義紀 484 ―1：15．02� 83．4�
35 ソウシソウアイ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 初也西村新一郎氏 天間 昭一 青森 織笠 時男 472 ―1：15．63� 243．2
23 ペンテコステ 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 高橋フアーム 432 ―1：16．13 230．6�
510 プ タ ハ 牡2鹿 54 戸崎 圭太髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 522 ― 〃 アタマ 1．9�
24 ダッシュトマホーク 牡2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 清水 英克 浦河 近藤牧場 450 ― 〃 クビ 46．2�
612 ダイメイジャガー 牡2青鹿54 嶋田 純次宮本 昇氏 中野 栄治 むかわ 池本 久志 454 ―1：16．2� 367．6�
713 スズカアーチスト 牝2黒鹿54 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 470 ―1：16．41� 40．8�
12 プリンシアブラスカ 牝2栗 54 西村 太一芳川 貴行氏 久保田貴士 浦河 北俣 牧夫 434 ―1：16．5� 42．8�
611 トウショウデヴィル 牡2鹿 54 丸山 元気トウショウ産業
 土田 稔 青森 マルシチ牧場 520 ―1：17．24 203．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，184，200円 複勝： 48，618，700円 枠連： 19，599，000円
馬連： 63，211，000円 馬単： 34，861，900円 ワイド： 41，486，600円
3連複： 80，662，800円 3連単： 111，967，500円 計： 441，591，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 210円 � 330円 � 170円 枠 連（5－8） 540円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 6，470円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 480円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，950円 3 連 単 ��� 26，170円

票 数

単勝票数 計 411842 的中 � 53999（3番人気）
複勝票数 計 486187 的中 � 62142（3番人気）� 32116（5番人気）� 84471（2番人気）
枠連票数 計 195990 的中 （5－8） 27988（2番人気）
馬連票数 計 632110 的中 �� 14279（11番人気）
馬単票数 計 348619 的中 �� 4038（20番人気）
ワイド票数 計 414866 的中 �� 10213（9番人気）�� 23539（3番人気）�� 12875（6番人気）
3連複票数 計 806628 的中 ��� 15293（9番人気）
3連単票数 計1119675 的中 ��� 3101（67番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―12．5―12．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．0―46．5―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンコウケンジャ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ス キ ャ ン 初出走

2015．2．27生 牡2黒鹿 母 オオシマパンジー 母母 オオシマダリア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 パスイ号の騎手岩部純二は，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：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウショウデヴィル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月24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。
（非当選馬） 1頭 リードボーカル号



25077 9月24日 晴 良 （29中山4）第7日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時30分 （芝・右）
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
1：59．9
1：59．8

良
良

812 ダイワメモリー 牝2栗 54 内田 博幸大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 466 ―2：06．1 4．9�
11 マイネルプリンチペ 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 446 ―2：06．2� 2．6�
33 エピキュリアン 牡2鹿 54 吉田 隼人村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 494 ― 〃 クビ 6．5�
79 シャープスティーン 牝2栗 54 戸崎 圭太林 正道氏 武井 亮 新ひだか 服部 牧場 458 ―2：06．41� 4．9�
56 マ ノ ン 牝2栗 54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 440 ―2：06．72 40．4	
68 ハーツイグニション 牝2栗 54 北村 宏司吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 444 ―2：06．8	 15．0

710 ツォルニッヒ 牝2鹿 54 三浦 皇成�ラ・メール 高木 登 浦河 本巣 一敏 468 ―2：07．22	 55．3�
67 ショウナンカマクラ 牡2鹿 54 津村 明秀国本 哲秀氏 蛯名 利弘 新ひだか 高橋 義浩 482 ―2：07．41� 96．0�
44 ニ コ ラ オ ス 牡2鹿 54 勝浦 正樹八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 498 ―2：07．5クビ 40．4
811 ド ー フ ァ ン 牡2鹿 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 506 ― 〃 アタマ 11．0�
55 シックスマイル 牝2黒鹿54 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 456 ―2：07．6	 112．4�
22 ジャストアキッス 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅�ターフ・スポート武藤 善則 浦河 大北牧場 494 ― 〃 アタマ 53．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 43，504，900円 複勝： 44，698，600円 枠連： 14，525，400円
馬連： 65，799，600円 馬単： 34，347，700円 ワイド： 40，629，200円
3連複： 82，431，400円 3連単： 120，127，700円 計： 446，064，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 140円 � 120円 � 160円 枠 連（1－8） 520円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 320円 �� 500円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 5，610円

票 数

単勝票数 計 435049 的中 � 73378（2番人気）
複勝票数 計 446986 的中 � 77226（2番人気）� 119234（1番人気）� 59212（4番人気）
枠連票数 計 145254 的中 （1－8） 21548（1番人気）
馬連票数 計 657996 的中 �� 70528（1番人気）
馬単票数 計 343477 的中 �� 16802（4番人気）
ワイド票数 計 406292 的中 �� 33660（2番人気）�� 19268（6番人気）�� 31857（3番人気）
3連複票数 計 824314 的中 ��� 52849（2番人気）
3連単票数 計1201277 的中 ��� 15516（8番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―14．4―13．3―13．6―12．7―12．3―11．6―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．2―39．6―52．9―1：06．5―1：19．2―1：31．5―1：43．1―1：54．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．6
1
3
1（2，6）（4，12）9（5，8）10－（11，3）－7・（1，6）（7，3）12（4，10，8）（2，9）（11，5）

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

勝馬の
紹 介

ダイワメモリー �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2015．3．7生 牝2栗 母 ダイワスカーレット 母母 スカーレットブーケ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 エピキュリアン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

25078 9月24日 晴 稍重 （29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52�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

510 モリトシラユリ 牝3芦 52 戸崎 圭太石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 480－ 21：53．4 1．6�
48 シトロプシス 牝4鹿 55 田中 勝春 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 474± 01：53．5� 22．2�
23 ジュブリーユ 牝3芦 52 江田 照男岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 486± 01：53．6� 6．0�
24 ハッピーサークル 牝5黒鹿55 石橋 脩西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 482＋ 41：54．02� 20．9�
612 ライムチャン 牝4鹿 55 勝浦 正樹ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 484＋10 〃 クビ 12．2�
35 スプリングキャロル 牝4鹿 55 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 432＋ 81：54．1� 67．4	
816 テンノサクラコ 牝4黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 482＋141：54．31� 72．1

713 デフィニール 牝4鹿 55 柴田 大知 �ローレルレーシング 矢野 英一 新冠 川島牧場 B472± 0 〃 アタマ 54．3�
714	 トキメキユキチャン 牝4青鹿 55

52 ▲武藤 雅片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 436－ 4 〃 クビ 37．3
36 ホ ノ カ 牝3鹿 52

49 ▲藤田菜七子�KTレーシング 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 21：54．72� 8．3�
12 ラインセイラ 牝4栗 55 武士沢友治大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 470＋ 41：55．02 65．9�
11 ウインミストレス 牝3黒鹿52 内田 博幸�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム B460＋ 2 〃 ハナ 19．5�
815 テ イ ア 牝5鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 428＋101：55．42� 302．0�
47 バブルウィズジョイ 牝3芦 52

49 ▲横山 武史 �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 81：56．57 28．2�

611 ジ ャ ン ヌ 牝3栗 52
51 ☆井上 敏樹荒牧 政美氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 392± 01：56．71� 352．8�

59 シルヴァーナ 牝3青鹿52 伊藤 工真 �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：57．01� 203．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，386，000円 複勝： 89，052，100円 枠連： 21，559，400円
馬連： 85，873，200円 馬単： 46，181，300円 ワイド： 57，117，100円
3連複： 120，928，900円 3連単： 177，772，100円 計： 637，870，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 290円 � 160円 枠 連（4－5） 770円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 490円 �� 250円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 8，230円

票 数

単勝票数 計 393860 的中 � 190390（1番人気）
複勝票数 計 890521 的中 � 494679（1番人気）� 34217（6番人気）� 85037（2番人気）
枠連票数 計 215594 的中 （4－5） 21545（3番人気）
馬連票数 計 858732 的中 �� 64196（4番人気）
馬単票数 計 461813 的中 �� 26417（4番人気）
ワイド票数 計 571171 的中 �� 28725（4番人気）�� 68878（1番人気）�� 8977（16番人気）
3連複票数 計1209289 的中 ��� 39824（5番人気）
3連単票数 計1777721 的中 ��� 15654（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．6―50．8―1：02．4―1：14．3―1：26．9―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F39．1
1
3
6（4，12）（3，11）13－（8，16）10－（14，5）7，15（1，2）9
12－6，4（13，5）（3，8）－（11，16，10）7，14－（1，15）2－9

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

勝馬の
紹 介

モリトシラユリ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．22 東京8着

2014．3．14生 牝3芦 母 サイレントラヴ 母母 フアーストラブ 12戦2勝 賞金 32，105，000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 サウンドマジック号・ナムラメルシー号・ネコフッピー号



25079 9月24日 曇 良 （29中山4）第7日 第7競走 ��
��1，200�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
1：06．7
1：06．5

良
良

24 フ ァ ド 牝4栗 55
52 ▲武藤 雅 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 浜本牧場 496－ 21：08．3 6．0�
12 プレイヤード 牡4鹿 57 江田 照男前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B506－ 61：08．62 16．2�
816 ショウナンアエラ 牡3黒鹿55 内田 博幸国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 478＋ 61：08．7� 2．4�
611 ニシノヒナマツリ 牝3栗 53 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 468± 01：09．01� 15．5�
36 コスモフレンチ 牡4栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 高橋 義浩 518＋ 6 〃 クビ 5．1	
510 プルメリアブーケ 牝4栗 55 柴山 雄一吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 460＋101：09．1クビ 23．3

11 サンマルバロン 	5栗 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 470± 01：09．2
 22．5�
35 ウィズアットレース 牝5黒鹿 55

52 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 426± 0 〃 クビ 12．0�
612 パ ス ト ラ ル 牝3黒鹿53 黛 弘人岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 456± 01：09．3クビ 41．7
713 ブラディーリッパー 牝3鹿 53 吉田 豊ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 500＋ 4 〃 クビ 16．8�
23 � ダーリンラブラ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹�三嶋牧場 岩戸 孝樹 浦河 三嶋牧場 442－26 〃 ハナ 90．7�
714� スキャットエディ 牡4鹿 57 戸崎 圭太林 正道氏 斎藤 誠 米 Machmer

Hall 494＋ 81：09．51 19．1�
815 ミキノドラマー 牡4鹿 57 西田雄一郎谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 488± 01：09．71 37．5�
47 フォーワンタイキ 牡5栗 57 柴田 善臣川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 猪野毛牧場 B452－ 21：10．01� 129．5�
59 ラ ト ゥ ー ル 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 456＋ 4 〃 クビ 100．3�
48 オウケンダイヤ 牝4黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎福井 明氏 根本 康広 浦河 辻 牧場 406＋ 2 〃 ハナ 322．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，124，100円 複勝： 62，105，100円 枠連： 27，882，900円
馬連： 96，830，300円 馬単： 43，262，500円 ワイド： 58，790，500円
3連複： 126，918，200円 3連単： 163，599，800円 計： 616，513，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 300円 � 130円 枠 連（1－2） 2，890円

馬 連 �� 4，670円 馬 単 �� 7，450円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 420円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 28，370円

票 数

単勝票数 計 371241 的中 � 48922（3番人気）
複勝票数 計 621051 的中 � 84603（3番人気）� 38743（5番人気）� 164255（1番人気）
枠連票数 計 278829 的中 （1－2） 7454（12番人気）
馬連票数 計 968303 的中 �� 16059（18番人気）
馬単票数 計 432625 的中 �� 4354（26番人気）
ワイド票数 計 587905 的中 �� 10574（17番人気）�� 38435（2番人気）�� 19121（7番人気）
3連複票数 計1269182 的中 ��� 26971（7番人気）
3連単票数 計1635998 的中 ��� 4180（77番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―11．2―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．3―45．5―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．0
3 4，12（3，16）（10，11，15）（5，6）（2，14）8（1，13）－（7，9） 4 4（12，16）（3，10，11）15（5，6）14（2，13）（1，8）9，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フ ァ ド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．6．28 東京1着

2013．3．31生 牝4栗 母 イルネージュ 母母 ジュウニヒトエ 15戦2勝 賞金 32，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 サラデコラシオン号・ジェイケイオジョウ号・シュピールカルテ号・フェルクレール号

25080 9月24日 曇 稍重 （29中山4）第7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

59 スプリングフット 牡3鹿 54
53 ☆井上 敏樹島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 488± 01：52．5 8．3�
611 アポロナイスジャブ 牡4栗 57 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか へいはた牧場 436＋ 41：52．6� 6．8�
612 セガールモチンモク 	3栗 54

51 ▲武藤 雅小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 482＋ 81：53．23� 14．0�
48 スターフラッシュ 牡3栗 54 吉田 隼人中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 466± 01：53．73 94．1�
713 ハイアーグラウンド 牡3鹿 54 内田 博幸小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 496＋ 21：53．8クビ 15．7	
815 アドマイヤガスト 牡5鹿 57 丸山 元気近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 524＋ 21：53．9� 194．6

510 ミラクルウィング 牡4栗 57

55 △伴 啓太星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 B458－ 6 〃 クビ 56．8�
816
 リードザフィールド 牡3栗 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 米 Brereton C. Jones

& B. Ned Jones 460－ 21：54．0クビ 19．6�
23 ビークイック 牡4栗 57 蛯名 正義 フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 480＋16 〃 クビ 14．1�
24 フ ィ ス キ オ 牡3栗 54 北村 宏司�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 478＋101：54．63� 10．7�
11 サリーバットマン 	3栗 54

51 ▲横山 武史黒須不二男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 中田 浩美 498－ 21：54．91� 142．6�
47 ナスノカンザン 牡3鹿 54 田辺 裕信�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 508－ 61：55．11 2．7�
714 シーサイドジャズ 牡5芦 57 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 502－ 41：55．31� 101．1�
36 コトブキファルコン 牡3栗 54 原田 和真尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 502－101：55．51� 187．0�
35 フィンガーポスト 牡4鹿 57

54 ▲野中悠太郎伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 492± 0 〃 アタマ 251．4�
12 ショワドゥロワ 牡3黒鹿54 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 498－ 21：55．71� 4．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，658，200円 複勝： 58，282，600円 枠連： 26，130，600円
馬連： 116，408，600円 馬単： 47，694，600円 ワイド： 62，863，600円
3連複： 143，630，600円 3連単： 193，114，400円 計： 691，783，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 230円 � 220円 � 370円 枠 連（5－6） 1，430円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 4，410円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，290円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 7，140円 3 連 単 ��� 37，200円

票 数

単勝票数 計 436582 的中 � 41867（4番人気）
複勝票数 計 582826 的中 � 71278（4番人気）� 72824（3番人気）� 36788（7番人気）
枠連票数 計 261306 的中 （5－6） 14122（5番人気）
馬連票数 計1164086 的中 �� 40762（7番人気）
馬単票数 計 476946 的中 �� 8100（16番人気）
ワイド票数 計 628636 的中 �� 22978（5番人気）�� 12232（14番人気）�� 15746（12番人気）
3連複票数 計1436306 的中 ��� 15081（21番人気）
3連単票数 計1931144 的中 ��� 3763（117番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―37．2―50．2―1：02．5―1：14．6―1：27．1―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

スプリングフット �
�
父 トーセンブライト �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．7．24 福島9着

2014．4．17生 牡3鹿 母 トーセンパピヨン 母母 フライトオブエンジェルス 14戦2勝 賞金 26，470，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



25081 9月24日 曇 良 （29中山4）第7日 第9競走 ��
��2，000�

ふ よ う

芙蓉ステークス
発走14時35分 （芝・右）
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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：59．8

良
良

44 サンリヴァル 牡2鹿 54 田辺 裕信幅田 京子氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 482± 02：03．6 4．6�
66 ファストアプローチ 牡2栗 55 蛯名 正義山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 536－ 22：03．81� 2．9�
22 スターフィールド 牡2黒鹿54 大野 拓弥星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478＋ 82：04．01� 8．6�
88 トゥザフロンティア 牡2鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488＋ 6 〃 アタマ 2．2�
33 コスモイグナーツ 牡2青鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 高村牧場 458＋ 22：04．1	 36．4�
55 ノーブルバルカン 牡2鹿 54 武藤 雅吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 442－ 22：04．2
 19．7	
11 � トーセンブル 牡2黒鹿54 本田 正重島川 
哉氏 山中 尊徳 日高 有限会社 エ

スティファーム 414－132：05．05 93．6�
（船橋） （船橋）

77 ソッフィダモーレ 牝2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 伸一 新冠 長浜 秀昭 450± 02：06．38 276．3�
（8頭）

売 得 金
単勝： 62，989，200円 複勝： 56，733，400円 枠連： 発売なし
馬連： 107，078，600円 馬単： 61，814，900円 ワイド： 44，238，900円
3連複： 100，700，600円 3連単： 306，989，300円 計： 740，544，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 110円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 210円 �� 330円 �� 300円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 4，400円

票 数

単勝票数 計 629892 的中 � 112013（3番人気）
複勝票数 計 567334 的中 � 76366（3番人気）� 174386（2番人気）� 58526（4番人気）
馬連票数 計1070786 的中 �� 151737（3番人気）
馬単票数 計 618149 的中 �� 39825（6番人気）
ワイド票数 計 442389 的中 �� 57625（3番人気）�� 32134（6番人気）�� 35288（4番人気）
3連複票数 計1007006 的中 ��� 82462（3番人気）
3連単票数 計3069893 的中 ��� 50494（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．7―38．0―50．4―1：03．9―1：16．8―1：29．3―1：41．0―1：52．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．3
1
3
3－4，6－（2，8）（5，7）－1
3（4，6）（2，8）5，1，7

2
4
3－4，6－（2，8）－5－7，1
3（4，6）2（5，8）1－7

勝馬の
紹 介

サンリヴァル 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．9．3 新潟1着

2015．3．31生 牡2鹿 母 アンフィルージュ 母母 ウメノファイバー 2戦2勝 賞金 23，175，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

25082 9月24日 曇 良 （29中山4）第7日 第10競走 ��
��1，600�

そ と ぼ う

外 房 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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

89 ウイングチップ �5黒鹿57 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 498± 01：33．6 12．3�
88 ハ ウ メ ア 牝3栗 53 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 466＋ 2 〃 クビ 2．0�
33 ヴェアリアスサマー 牡6栗 57 野中悠太郎小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 512－ 4 〃 ハナ 28．1�
11 マイネルディアベル 牡6青鹿57 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ハシモトフアーム 478＋ 41：33．7	 33．7�
55 キャプテンペリー �4栗 57 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 488＋ 2 〃 アタマ 3．8	
44 ペルソナリテ 牝4鹿 55 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 432＋ 41：33．8
 8．7

22 トーセンラーク 牝5栗 55 横山 和生島川 �哉氏 古賀 史生 浦河 中神牧場 484－181：33．9クビ 98．7�
77 エメラルスター 牡3黒鹿55 石橋 脩高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 458＋ 81：34．22 4．8
66 サバイバルポケット 牝4鹿 55 丸山 元気福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 41：34．3クビ 47．7�
（9頭）

売 得 金
単勝： 48，574，500円 複勝： 52，925，600円 枠連： 19，230，600円
馬連： 117，208，000円 馬単： 64，513，500円 ワイド： 53，576，300円
3連複： 131，218，700円 3連単： 305，385，600円 計： 792，632，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 220円 � 110円 � 460円 枠 連（8－8） 910円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，980円 �� 840円

3 連 複 ��� 5，650円 3 連 単 ��� 43，780円

票 数

単勝票数 計 485745 的中 � 31342（5番人気）
複勝票数 計 529256 的中 � 49973（5番人気）� 185475（1番人気）� 18993（7番人気）
枠連票数 計 192306 的中 （8－8） 16216（5番人気）
馬連票数 計1172080 的中 �� 86230（4番人気）
馬単票数 計 645135 的中 �� 14004（14番人気）
ワイド票数 計 535763 的中 �� 34919（5番人気）�� 6476（22番人気）�� 16145（9番人気）
3連複票数 計1312187 的中 ��� 17404（18番人気）
3連単票数 計3053856 的中 ��� 5057（121番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―35．9―47．2―58．7―1：10．2―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 3，6（1，7）（4，5，8）9，2
2
4
3，6（1，7，8）（4，5，9）2
3，6（1，7，8）（4，5，9）2

勝馬の
紹 介

ウイングチップ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．10．12 東京6着

2012．3．11生 �5黒鹿 母 ウイングレット 母母 エアウイングス 21戦4勝 賞金 61，534，000円
〔制裁〕 ヴェアリアスサマー号の騎手野中悠太郎は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について過怠金100，000円。

１レース目
３レース目



25083 9月24日 曇 良 （29中山4）第7日 第11競走 ��
��2，200�第63回産経賞オールカマー（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬
2�減，28．9．24以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，28．9．23以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

産経新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 1，190，000円 340，000円 170，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

36 ルージュバック 牝5鹿 55 北村 宏司 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 456＋ 42：13．8 7．8�
48 ステファノス 牡6鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 482－ 22：13．9� 3．8�
59 タンタアレグリア 牡5栗 57 蛯名 正義�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 8 〃 クビ 5．4�
510 マイネルミラノ 牡7栗 56 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 B494＋142：14．0クビ 40．4�
23 	 ショウナンバッハ 牡6鹿 56 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 B448± 0 〃 アタマ 87．9	
47 ディサイファ 牡8鹿 56 柴山 雄一 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 504＋ 42：14．1� 135．2

12 ア ル バ ー ト 牡6栗 57 石橋 脩林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482＋ 22：14．31
 6．4�
612 デニムアンドルビー 牝7鹿 54 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456－ 8 〃 ハナ 20．8�
714 モンドインテロ 牡5鹿 56 田辺 裕信 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 482－102：14．62 5．3
24 ブラックバゴ 牡5黒鹿56 内田 博幸 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 520＋ 42：14．81� 13．5�
11 パリカラノテガミ 牡6鹿 56 田中 勝春嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 454－ 42：14．9� 199．0�
816 ツクバアズマオー 牡6鹿 56 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 ハナ 30．8�
815 カフジプリンス 牡4栗 56 丸田 恭介加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 514－102：15．11
 11．2�
611 マイネルサージュ 牡5鹿 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 500－ 22：15．31
 51．2�
35 グランアルマダ 牡5芦 56 津村 明秀 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム B526± 02：15．62 47．3�
817 トルークマクト 牡7鹿 56 大野 拓弥�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 454－102：16．34 486．7�
713 マイネルディーン 牡8青 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 460－ 62：16．4� 325．0�
（17頭）

売 得 金
単勝： 185，017，200円 複勝： 250，457，200円 枠連： 119，298，900円 馬連： 703，854，100円 馬単： 268，605，800円
ワイド： 317，908，500円 3連複： 1，103，272，000円 3連単： 1，667，758，100円 5重勝： 570，798，800円 計： 5，186，970，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 280円 � 170円 � 210円 枠 連（3－4） 1，370円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，080円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 20，150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����� 2，038，560円

票 数

単勝票数 計1850172 的中 � 187766（5番人気）
複勝票数 計2504572 的中 � 199477（5番人気）� 437094（1番人気）� 317286（3番人気）
枠連票数 計1192989 的中 （3－4） 67226（4番人気）
馬連票数 計7038541 的中 �� 320173（5番人気）
馬単票数 計2686058 的中 �� 54372（14番人気）
ワイド票数 計3179085 的中 �� 108813（7番人気）�� 72371（14番人気）�� 174257（1番人気）
3連複票数 計11032720 的中 ��� 247373（6番人気）
3連単票数 計16677581 的中 ��� 59981（45番人気）
5重勝票数 計5707988 的中 ����� 196

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．5―37．7―50．6―1：03．1―1：15．6―1：27．7―1：39．0―1：50．2―2：01．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．1―3F34．8
1
3
10，7－13（6，8，17）（9，15）1（2，11）（3，16）－5，12－14－4
10－7－13，6（8，17）1（9，15）（3，2，11）（12，16）（14，5）－4

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

勝馬の
紹 介

ルージュバック �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2014．9．28 新潟1着

2012．4．22生 牝5鹿 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 16戦6勝 賞金 316，485，000円
〔制裁〕 ディサイファ号の騎手柴山雄一は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）

ルージュバック号の騎手北村宏司は，4コーナーで外側に斜行したことについて平成29年9月30日から平成29年10月1日ま
で騎乗停止。（被害馬：13番・9番・2番・11番）

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりルージュバック号は，天皇賞（秋）（GⅠ）競走に優先出走できる。

25084 9月24日 曇 稍重 （29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

714 エ ニ グ マ 牡3鹿 55 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 494－ 21：11．2 5．3�
816 スズカグラーテ 牝3黒鹿53 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 440－ 6 〃 クビ 3．0�
11 タイガーヴォーグ 牡4鹿 57 勝浦 正樹千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 B494－ 61：11．52 21．3�
24 メランコリア 牝5栗 55 内田 博幸�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 494＋101：11．81� 17．8�
12 サンデュランゴ 牝3栗 53

50 ▲横山 武史 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 476± 0 〃 クビ 6．8	
713� アサクサレーサー 牡6黒鹿 57

54 ▲武藤 雅田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 472＋ 41：12．01 8．5

59 グローリアスクロワ 牝4栗 55 大野 拓弥日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 464＋16 〃 クビ 64．1�
815 ギ ン ゴ ー 牡4鹿 57 柴山 雄一�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 488± 01：12．31� 13．7�
611 コスモコレクション 牡4栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 476＋ 4 〃 アタマ 70．9
612 カシノキングダム 牡5鹿 57

55 △伴 啓太柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 480＋ 61：12．5� 187．9�
36 サウスリュウセイ 牡5鹿 57 西田雄一郎南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 460－ 71：12．6� 143．2�
48 バトルサンバ 牡3栗 55 田辺 裕信山科 統氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 514± 01：13．02� 5．9�
510 タイキマロン 牝4鹿 55

52 ▲菊沢 一樹�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 474＋ 61：13．1� 30．7�

47 チェアーグライド 牡3栗 55 津村 明秀 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 498－ 41：13．41� 129．2�
23 � サンマルトゥーレ 牡4芦 57 杉原 誠人相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 B472＋ 8 〃 クビ 360．5�
35 アントレーン 牝3栗 53 松岡 正海鹽田 久義氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 440＋101：14．78 25．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 80，902，900円 複勝： 124，872，700円 枠連： 69，838，700円
馬連： 240，444，300円 馬単： 96，276，600円 ワイド： 135，616，100円
3連複： 339，913，200円 3連単： 483，513，800円 計： 1，571，378，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 140円 � 370円 枠 連（7－8） 390円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，680円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 4，490円 3 連 単 ��� 19，030円

票 数

単勝票数 計 809029 的中 � 121025（2番人気）
複勝票数 計1248727 的中 � 198189（2番人気）� 280348（1番人気）� 64634（7番人気）
枠連票数 計 698387 的中 （7－8） 137319（1番人気）
馬連票数 計2404443 的中 �� 248445（1番人気）
馬単票数 計 962766 的中 �� 42433（2番人気）
ワイド票数 計1356161 的中 �� 106936（1番人気）�� 19364（21番人気）�� 28501（13番人気）
3連複票数 計3399132 的中 ��� 56772（11番人気）
3連単票数 計4835138 的中 ��� 18420（46番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．1―11．9―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．6―45．5―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ニ グ マ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Nureyev デビュー 2016．12．11 中山7着

2014．3．26生 牡3鹿 母 ヴィーナスコロニー 母母 Magna of Illusions 8戦2勝 賞金 18，100，000円
〔制裁〕 スズカグラーテ号の騎手長岡禎仁は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番・13番）
※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 トーホウボニータ号・ハイレベルバイオ号・フリームーヴメント号・ユアザスター号
（非抽選馬） 1頭 カンタベリーマイン号

５レース目



（29中山4）第7日 9月24日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 170頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

299，150，000円
21，700，000円
2，260，000円
36，340，000円
6，500，000円
68，827，000円
4，640，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
672，339，500円
995，987，900円
372，854，100円
1，784，262，300円
803，394，800円
938，889，000円
2，489，493，500円
3，917，118，100円
570，798，800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 12，545，138，000円

総入場人員 32，247名 （有料入場人員 ）
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