
2509710月1日 晴 稍重 （29中山4）第9日 第1競走 ��
��1，200�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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

611 レベルスリー 牡2栗 54 丸山 元気山口 裕介氏 松永 康利 日高 日西牧場 440－ 61：12．1 33．0�
510 コスモビスティー 牡2鹿 54 黛 弘人岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 464－ 21：12．63 62．1�
816 マリノディアナ 牝2青鹿 54

51 ▲武藤 雅和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 426－ 61：12．81� 11．3�
12 ディアバビアナ 牝2栗 54 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 478－ 61：13．01� 1．8�
713 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 428－ 4 〃 アタマ 4．8	
23 ラッキーチャンス 牝2鹿 54 田辺 裕信堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 日高 日西牧場 450－ 21：13．1	 16．1

48 スマイルサンティエ 牝2鹿 54 内田 博幸福澤 真吾氏 黒岩 陽一 日高 日高大洋牧場 474＋ 41：14．05 76．9�
35 ユ メ イ チ ズ 牡2栗 54 松岡 正海上田 忠男氏 浅野洋一郎 新ひだか 中田 浩美 466＋ 21：14．1� 15．6�
36 イ ナ ン ナ 牝2鹿 54 長岡 禎仁北所 直人氏 竹内 正洋 新ひだか 沖田 忠幸 456＋ 21：14．2	 66．7
47 サ ラ ー ト 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 萱野 浩二 新ひだか 大典牧場 444－ 61：14．94 347．0�
714 ショウナンダズル 牝2青鹿54 田中 勝春国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 下河辺牧場 504＋ 21：15．21	 101．8�
59 サクライザベル 牝2栗 54 大野 拓弥坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 伏木田牧場 440＋ 21：15．3	 8．7�
24 クラフツマンシップ 
2栗 54

51 ▲野中悠太郎下河邉行信氏 青木 孝文 様似 清水 誠一 454＋101：15．4クビ 185．8�
612 ビクトリーゲート 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹泉 俊二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 424－10 〃 クビ 91．3�
815 トニーファイブ 牡2黒鹿54 武士沢友治トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 444＋ 81：15．72 163．8�
11 シゲルソラマメ 牡2鹿 54 勝浦 正樹森中 蕃氏 粕谷 昌央 日高 新井 昭二 442＋ 41：17．08 249．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，324，300円 複勝： 74，589，900円 枠連： 17，566，900円
馬連： 74，863，000円 馬単： 45，173，100円 ワイド： 50，253，100円
3連複： 110，472，900円 3連単： 157，175，900円 計： 567，419，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，300円 複 勝 � 930円 � 1，570円 � 570円 枠 連（5－6） 7，250円

馬 連 �� 31，310円 馬 単 �� 77，350円

ワ イ ド �� 6，320円 �� 3，810円 �� 7，820円

3 連 複 ��� 159，640円 3 連 単 ��� 1，151，030円

票 数

単勝票数 計 373243 的中 � 9575（7番人気）
複勝票数 計 745899 的中 � 21007（7番人気）� 12022（8番人気）� 36708（6番人気）
枠連票数 計 175669 的中 （5－6） 1876（18番人気）
馬連票数 計 748630 的中 �� 1853（41番人気）
馬単票数 計 451731 的中 �� 438（92番人気）
ワイド票数 計 502531 的中 �� 2049（41番人気）�� 3428（30番人気）�� 1652（48番人気）
3連複票数 計1104729 的中 ��� 519（181番人気）
3連単票数 計1571759 的中 ��� 99（1062番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．6―12．3―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．4―46．7―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レベルスリー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．7．30 札幌9着

2015．4．27生 牡2栗 母 メイショウオスカル 母母 メイショウヤヨイ 5戦1勝 賞金 6，500，000円
〔制裁〕 ドリュウ号の騎手江田照男は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルソラマメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29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。
（非当選馬） 2頭 クレマン号・ミコサン号
（非抽選馬） 1頭 パリモンマルトル号

2509810月1日 晴 良 （29中山4）第9日 第2競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走10時35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
1：59．9
1：59．8

良
良

22 ヴェロニカグレース 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 468－ 62：02．0 2．6�
33 ニシノマメフク 牝2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 中舘 英二 新ひだか 本桐牧場 468－ 62：02．21� 4．4�
710 マイティテソーロ 牡2鹿 54 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 洞�湖 レイクヴィラファーム 492－ 22：02．3	 3．2�
57 バトルガラクシア 牝2鹿 54 池添 謙一宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 480－ 22：02．83 29．4�
812 タイプムーン 牝2黒鹿54 宮崎 北斗 �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 470＋ 22：02．9
 156．2�
56 ジョリルミエール 牝2鹿 54

53 ☆木幡 初也後藤 英成氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 424＋ 22：03．0	 279．8	
69 ロードジパング 牡2栗 54 三浦 皇成 
ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 446＋12 〃 クビ 51．1�
45 マイネルソラニテ 牡2鹿 54

51 ▲武藤 雅 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 浦河 鎌田 正嗣 508－ 22：03．32 17．0�

44 セイカメテオライト 牡2鹿 54 吉田 隼人久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 452＋ 2 〃 アタマ 25．2
711 マイネルアーリー 牡2黒鹿54 石橋 脩 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 武田牧場 494＋ 22：03．61	 9．5�
68 ファーマフローラ 牝2青鹿54 津村 明秀中西 功氏 谷原 義明 日高 高山牧場 418－ 22：04．02	 187．3�
813 カシノクリス 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか タイヘイ牧場 456＋ 62：05．06 168．0�
11 ウインセイラー 牡2栗 54 黛 弘人
ウイン 黒岩 陽一 新冠 コスモヴューファーム 490＋ 8 （競走中止） 252．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，519，000円 複勝： 47，796，000円 枠連： 17，682，500円
馬連： 69，236，500円 馬単： 38，890，000円 ワイド： 45，088，700円
3連複： 94，791，500円 3連単： 132，424，900円 計： 485，429，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 120円 � 120円 枠 連（2－3） 650円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 230円 �� 200円 �� 270円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 2，640円

票 数

単勝票数 計 395190 的中 � 126437（1番人気）
複勝票数 計 477960 的中 � 100624（2番人気）� 97356（3番人気）� 103967（1番人気）
枠連票数 計 176825 的中 （2－3） 20963（3番人気）
馬連票数 計 692365 的中 �� 94366（2番人気）
馬単票数 計 388900 的中 �� 29597（3番人気）
ワイド票数 計 450887 的中 �� 49970（2番人気）�� 60436（1番人気）�� 39367（3番人気）
3連複票数 計 947915 的中 ��� 139411（1番人気）
3連単票数 計1324249 的中 ��� 36238（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―37．3―49．4―1：02．3―1：14．4―1：26．4―1：38．2―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェロニカグレース �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．7．22 福島3着

2015．2．7生 牝2黒鹿 母 エンジェルフォール 母母 アドマイヤサンデー 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔競走中止〕 ウインセイラー号は，3コーナー通過後に急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔調教再審査〕 ウインセイラー号は，3コーナー通過後に急に外側に逃避したことについて平地調教再審査。

第４回 中山競馬 第９日

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



2509910月1日 晴 稍重 （29中山4）第9日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11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
1：48．5
1：47．8

重
重

815 リフトトゥヘヴン 牡3鹿 56 戸崎 圭太丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482－ 21：55．0 1．7�
510 ウ ル ラ ー レ 牡3栗 56 田辺 裕信�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 21：56．38 7．1�
11 ビ ー レ デ ィ 牝3鹿 54 宮崎 北斗鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 �川フアーム 482± 01：56．61� 11．9�
48 ニシノリヒト 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 日西牧場 440＋ 4 〃 クビ 10．0�
36 キャノンショット 牡3栗 56 横山 和生 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 570－ 4 〃 ハナ 61．7	
24 サンラファエル 牡3栗 56 G．モッセ �キャロットファーム 武井 亮 安平 ノーザンファーム 486－ 41：57．55 5．3


（仏）

35 プラグドワグナー 牡3芦 56 大庭 和弥大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社
大原ファーム 508± 01：57．6� 228．8�

47 メリルフォンテン 牝3鹿 54 丸田 恭介吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 460＋ 41：57．81 270．9�
611 ハコダテオウカ 牝3鹿 54 吉田 豊河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 480＋ 81：58．33 23．6
59 ネバービーンベター 牝3青鹿 54

53 ☆井上 敏樹西城 公雄氏 松永 康利 日高 坂戸 節子 458－ 6 〃 クビ 238．5�
816 ケイツーマルク 牡3鹿 56 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 厚真 阿部 栄乃進 B492－ 61：59．15 79．8�
12 マッキーイマジン 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 様似 猿倉牧場 446＋ 62：00．48 107．2�
713 タ イ ジ ェ ン 牝3栗 54 嶋田 純次寺田 心平氏 大和田 成 日高 ファニーヒルファーム 398＋ 22：01．25 604．8�
714 オーロファイン 牝3黒鹿54 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B428－ 82：02．58 16．0�
23 デ ィ ジ ョ ン 牡3鹿 56 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 62：03．45 146．4�
612 ベントデアモーレ 牝3鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 402＋ 22：04．25 150．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，158，100円 複勝： 73，950，800円 枠連： 16，033，200円
馬連： 65，776，600円 馬単： 43，407，000円 ワイド： 41，427，400円
3連複： 86，562，200円 3連単： 142，514，200円 計： 504，829，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 190円 � 230円 枠 連（5－8） 640円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 320円 �� 410円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 6，530円

票 数

単勝票数 計 351581 的中 � 160026（1番人気）
複勝票数 計 739508 的中 � 439865（1番人気）� 49822（4番人気）� 36248（5番人気）
枠連票数 計 160332 的中 （5－8） 19322（3番人気）
馬連票数 計 657766 的中 �� 78693（3番人気）
馬単票数 計 434070 的中 �� 35881（3番人気）
ワイド票数 計 414274 的中 �� 35639（3番人気）�� 26256（4番人気）�� 8129（12番人気）
3連複票数 計 865622 的中 ��� 30446（8番人気）
3連単票数 計1425142 的中 ��� 15817（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―37．2―51．0―1：03．5―1：15．9―1：28．6―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リフトトゥヘヴン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．4．23 東京2着

2014．3．27生 牡3鹿 母 ヌーベルバーグ 母母 マジックコード 6戦1勝 賞金 11，050，000円
〔その他〕 ケイツーマルク号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マッキーイマジン号・オーロファイン号・ディジョン号・ベントデアモーレ号は，「タイムオーバーによ

る出走制限」のため，平成29年11月1日まで平地競走に出走できない。
タイジェン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 エレノアカフェ号・チュウワカレント号・ディーワンプリモ号・フジマサシルバー号・ミスターロマンス号
（非抽選馬） 2頭 スキーマー号・ハマオリ号
※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。

2510010月1日 晴 良 （29中山4）第9日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時35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

59 メイラヴェル 牝2鹿 54 内田 博幸千明牧場 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 424 ―1：10．0 2．2�
22 チ ョ ト ツ 牝2青鹿 54

51 ▲野中悠太郎佐久間拓士氏 伊藤 大士 浦河 山口 義彦 458 ― 〃 アタマ 6．8�
35 ア ー ヒ ラ 牝2芦 54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 432 ―1：10．42� 7．3�
46 オーシャンアロー 牡2鹿 54 杉原 誠人冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新ひだか 増本牧場 448 ― 〃 アタマ 108．0�
814 コ コ ロ ザ シ �2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 444 ―1：10．61	 90．4�
11 モンサンロジェ 牝2黒鹿54 岩田 康誠山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 488 ― 〃 ハナ 4．9	
58 タイガーアイ 牝2鹿 54 武士沢友治桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 418 ―1：10．92 130．0

23 エルコンフェアリー 牝2鹿 54 丸山 元気古川 淳氏 和田 雄二 新冠 ハシモトフアーム 438 ―1：11．0クビ 60．3�
712 メルトポイント 牡2栗 54 石橋 脩杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 472 ―1：11．63� 40．6�
47 サンマルパール 牝2黒鹿 54

51 ▲横山 武史相馬 勇氏 小島 太 浦河 中村 雅明 386 ― 〃 ハナ 128．7
610 トーセングロリア 牝2青鹿54 菅原 隆一島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 460 ― 〃 クビ 60．2�
611 イデアドーター 牝2黒鹿54 吉田 隼人益田 修一氏 岩戸 孝樹 新ひだか 西川富岡牧場 450 ― 〃 アタマ 32．9�
713 オープンキッチン 牝2黒鹿54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 430 ―1：12．34 31．1�
34 コ ル ニ ヨ ン 牝2鹿 54 三浦 皇成矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 438 ―1：13．68 28．4�
815 コスタミノル 牝2栗 54 戸崎 圭太吉岡 實氏 中舘 英二 浦河 金成吉田牧場 438 ―1：14．02� 16．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，219，000円 複勝： 48，999，400円 枠連： 17，491，500円
馬連： 63，710，800円 馬単： 35，712，900円 ワイド： 41，581，700円
3連複： 79，200，100円 3連単： 110，367，100円 計： 433，282，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 170円 � 170円 枠 連（2－5） 650円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 290円 �� 260円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 4，510円

票 数

単勝票数 計 362190 的中 � 136553（1番人気）
複勝票数 計 489994 的中 � 166148（1番人気）� 57104（4番人気）� 58224（3番人気）
枠連票数 計 174915 的中 （2－5） 20570（2番人気）
馬連票数 計 637108 的中 �� 68026（2番人気）
馬単票数 計 357129 的中 �� 24023（2番人気）
ワイド票数 計 415817 的中 �� 37115（3番人気）�� 43167（1番人気）�� 18441（5番人気）
3連複票数 計 792001 的中 ��� 38895（3番人気）
3連単票数 計1103671 的中 ��� 17736（6番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．4―11．6―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．5―46．1―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイラヴェル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Darshaan 初出走

2015．3．26生 牝2鹿 母 ミリオンウィッシーズ 母母 Moonlight’s Box 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 ケイアイマスクラ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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 エリープラネット号・グッドジュエリー号・シービジョンズ号・ナムララズベリー号・フロルセレジェイラ号・

モーニングヒカル号



2510110月1日 晴 良 （29中山4）第9日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時25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
1：46．4
1：45．9

良
良

46 グローリーヴェイズ 牡2黒鹿54 M．デムーロ �シルクレーシング 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 432 ―1：52．8 1．7�
610 ミッキーハイド 牡2鹿 54 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 496 ―1：53．11� 3．9�
813 アイリッシュクライ 牡2黒鹿54 戸崎 圭太山田 弘氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 480 ―1：53．42 5．8�
57 アオイリョウマ 牡2鹿 54 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 456 ―1：53．93 42．8�
22 ミヤコベストタイム 牡2芦 54 田中 勝春吉田喜代司氏 小野 次郎 新ひだか 田中 春美 486 ―1：54．0� 55．6�
711 ホウオウウィング 牡2青鹿54 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 浦河 栄進牧場 472 ― 〃 クビ 39．9	
712 トキノパイレーツ 牡2鹿 54 岩田 康誠田中 準市氏 相沢 郁 新冠 川上牧場 448 ―1：54．21� 83．5

11 サンダラボッチ 牝2黒鹿54 田辺 裕信手嶋 康雄氏 尾形 和幸 浦河 木村牧場 458 ―1：54．3� 33．8�
33 マイネルスリーディ 牡2栗 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 的場牧場 460 ―1：54．72� 64．7
814 スプリングダイヤ 牝2黒鹿54 津村 明秀 �ブルースターズファーム 岩戸 孝樹 日高 若林 順一 462 ―1：54．91� 107．9�
58 ネ コ マ ヒ カ 牡2栗 54 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 原 弘之 500 ― 〃 ハナ 191．3�
34 デルマウオッカ 牡2鹿 54 武 豊浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 500 ―1：55．43 19．3�
45 ノーブルナイト 牡2黒鹿 54

51 ▲武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 460 ― 〃 アタマ 206．5�
69 ターフィーキング 牡2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 426 ―1：58．9大差 339．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 46，141，000円 複勝： 75，079，700円 枠連： 16，324，400円
馬連： 69，401，000円 馬単： 44，720，600円 ワイド： 43，566，700円
3連複： 89，867，900円 3連単： 152，875，800円 計： 537，977，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（4－6） 360円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 150円 �� 180円 �� 280円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 1，100円

票 数

単勝票数 計 461410 的中 � 217714（1番人気）
複勝票数 計 750797 的中 � 420116（1番人気）� 100812（2番人気）� 90341（3番人気）
枠連票数 計 163244 的中 （4－6） 35040（1番人気）
馬連票数 計 694010 的中 �� 151421（1番人気）
馬単票数 計 447206 的中 �� 68333（1番人気）
ワイド票数 計 435667 的中 �� 81304（1番人気）�� 63239（2番人気）�� 32754（3番人気）
3連複票数 計 898679 的中 ��� 170469（1番人気）
3連単票数 計1528758 的中 ��� 100367（1番人気）

ハロンタイム 12．9―14．0―13．3―13．5―12．1―12．1―12．2―11．5―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―26．9―40．2―53．7―1：05．8―1：17．9―1：30．1―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9
1
3
6（10，11）14，4（3，7）8，1（2，12）－（5，13）＝9・（6，8）7（10，11）14，3，1，2（4，13）12，5＝9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グローリーヴェイズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード 初出走

2015．3．2生 牡2黒鹿 母 メジロツボネ 母母 メジロルバート 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ターフィーキング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 エナグリン号・サイン号・スエヒロソール号・トーセンヴィガー号・ナリノレーヴドール号・メールドグラース号

2510210月1日 晴 稍重 （29中山4）第9日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時55分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

24 ネイビーブルー 牡4鹿 57 武 豊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 502＋ 61：53．7 1．9�
11 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 480－ 21：54．33� 9．6�
815 シンコーマーチャン 牡3鹿 54 丸山 元気豊原 正嗣氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 486＋ 41：54．4� 6．8�
59 コトブキホーク 牡3黒鹿54 横山 典弘尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 482＋ 41：54．93 15．0�
47 ギンザマトリックス 牡4栗 57 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 446－ 2 〃 クビ 29．8�
23 ディアライゼ 牡3栗 54 石橋 脩ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 浦河 小島牧場 518＋ 61：55．0クビ 6．8	
816 シルヴァーメテオ 牡3芦 54 幸 英明ライオンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 宮内牧場 472－ 21：55．1� 26．5

612 セ ラ フ ァ ン 牝3鹿 52

51 ☆井上 敏樹小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 484＋ 61：55．2� 208．8�
510 クインズプルート 牡4栗 57 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 520－ 1 〃 ハナ 9．0�
35 カズノテイオー 牡4黒鹿57 江田 照男鈴木 可一氏 田村 康仁 浦河 大道牧場 476－ 21：55．3クビ 91．7
48 ダイワハッスル 牡5栃栗57 三浦 皇成大城 敬三氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B484± 01：55．4� 42．6�
611 マイネルレンカ 牡3黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 462＋101：55．71� 294．7�
12 ジェイケイライジン 牡3栗 54 柴田 善臣小谷野次郎氏 柴田 政人 浦河 富塚ファーム 478＋ 81：56．23 27．7�
36 デ ジ ャ ブ 牡3黒鹿54 吉田 豊平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 514＋ 4 〃 ハナ 214．8�
713	 ビ ー ハ グ �5黒鹿57 原田 和真岡田 壮史氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム B480＋161：56．3� 179．8�
714 ヤサカナンティー �5鹿 57 西田雄一郎志邑 宣彦氏 青木 孝文 むかわ 新井牧場 482－121：57．25 324．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，518，500円 複勝： 105，525，100円 枠連： 26，872，800円
馬連： 93，684，000円 馬単： 57，345，900円 ワイド： 61，418，400円
3連複： 124，540，200円 3連単： 189，612，900円 計： 701，517，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 190円 � 180円 枠 連（1－2） 560円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 350円 �� 290円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 5，160円

票 数

単勝票数 計 425185 的中 � 174608（1番人気）
複勝票数 計1055251 的中 � 588553（1番人気）� 70850（4番人気）� 82051（2番人気）
枠連票数 計 268728 的中 （1－2） 36766（3番人気）
馬連票数 計 936840 的中 �� 88833（3番人気）
馬単票数 計 573459 的中 �� 35917（3番人気）
ワイド票数 計 614184 的中 �� 45426（3番人気）�� 58237（1番人気）�� 21265（7番人気）
3連複票数 計1245402 的中 ��� 64932（1番人気）
3連単票数 計1896129 的中 ��� 26599（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．8―51．3―1：04．1―1：16．7―1：28．8―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．0
1
3
12，15（3，4）14，6（1，11）8（5，13，16）7，10＝9，2
12（15，4，10）3（6，11，14）（1，8，16）7（5，13）－9，2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ネイビーブルー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2015．8．29 札幌7着

2013．4．16生 牡4鹿 母 ホーマンピクシー 母母 タ イ ト ー ク 16戦3勝 賞金 32，075，000円
〔発走状況〕 ギンザマトリックス号は，枠入り不良。
※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 ダイワチャーチル号
（非抽選馬） 1頭 アイヅヒリュウ号



2510310月1日 晴 良 （29中山4）第9日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時25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
1：30．7
1：30．7

良
良

11 ゴールドサーベラス 牡5栗 57 柴山 雄一田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 446－ 41：34．1 14．9�
12 クインズサン 牡4青 57 戸崎 圭太 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 日進牧場 454＋ 41：34．31� 4．7�
47 パラノーマル 牝4栗 55 松岡 正海 �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 436± 01：34．51� 34．4�
59 メンデンホール 牝4黒鹿55 横山 典弘 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 486－ 21：34．71� 4．4�
714� アンドトゥモロー 牝5鹿 55 福永 祐一吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 01：34．8� 14．2�
35 ヴィータファン 	4鹿 57

54 ▲野中悠太郎猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 474＋141：34．9
 11．7	
713 ゴールドアピール 牝3鹿 53 吉田 豊居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 460＋16 〃 クビ 49．4

816 ル ノ ー ト ル 	4青鹿57 内田 博幸吉田 照哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 462－10 〃 クビ 58．1�
36 サラデコラシオン 牝3栗 53 三浦 皇成川崎 賢二氏 岩戸 孝樹 新冠 前川 隆範 444＋12 〃 ハナ 37．7�
23 フェルクレール 牝4芦 55

52 ▲武藤 雅米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 428＋121：35．21� 13．9
24 リボンドグレープス 牝4芦 55 石橋 脩木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 422± 01：35．3� 185．2�
510� ツインフルムーン 牝4黒鹿55 丸山 元気小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 川越ファーム 458－ 21：35．51� 235．7�
815 ワンショットキラー 牡4青鹿57 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 494＋161：35．6
 3．8�
611 ハッピーランラン 牝3鹿 53 津村 明秀馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：35．7
 9．1�
612� ゴールドミライ 牝4鹿 55

52 ▲菊沢 一樹 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 日高 豊郷牧場 470＋121：36．44 144．7�
48 マイネルベレーロ 牡3栗 55 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 2 〃 ハナ 25．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，895，500円 複勝： 57，746，500円 枠連： 24，171，200円
馬連： 93，402，200円 馬単： 40，350，600円 ワイド： 56，752，300円
3連複： 118，362，400円 3連単： 141，531，800円 計： 569，212，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 390円 � 210円 � 710円 枠 連（1－1） 4，530円

馬 連 �� 4，130円 馬 単 �� 8，330円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 3，380円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 27，560円 3 連 単 ��� 153，830円

票 数

単勝票数 計 368955 的中 � 19789（8番人気）
複勝票数 計 577465 的中 � 36711（8番人気）� 84314（3番人気）� 18470（10番人気）
枠連票数 計 241712 的中 （1－1） 4130（20番人気）
馬連票数 計 934022 的中 �� 17488（17番人気）
馬単票数 計 403506 的中 �� 3631（35番人気）
ワイド票数 計 567523 的中 �� 11401（17番人気）�� 4270（41番人気）�� 4722（38番人気）
3連複票数 計1183624 的中 ��� 3221（95番人気）
3連単票数 計1415318 的中 ��� 667（498番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．7―11．9―11．6―11．5―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―35．9―47．8―59．4―1：10．9―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴールドサーベラス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Diesis デビュー 2014．10．26 東京12着

2012．3．29生 牡5栗 母 インシステント 母母 I Certainly Am 13戦2勝 賞金 16，400，000円
［他本会外：1戦1勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ドラゴンホマレ号

2510410月1日 晴 良 （29中山4）第9日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時55分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

23 アシャカダイキ 牝3鹿 53 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 486± 01：10．8 4．8�
815 ヤ サ シ サ 牝3鹿 53 浜中 俊佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 488－ 61：11．43� 17．1�
12 	 アスタースウィング 牡3栗 55 G．モッセ 加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 500± 0 〃 クビ 8．3�
（仏）

47 キタサンガンバ 牡4鹿 57 吉田 隼人�大野商事 小笠 倫弘 日高 株式会社
RUMIファーム 488＋ 81：11．61 4．3�

48 シ ェ ア ー ド 牡4鹿 57 石橋 脩伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 482＋ 4 〃 クビ 5．6�
59 フクノグリュック 牡5鹿 57 横山 典弘福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 496－ 61：11．7� 28．4	
24 タケルラグーン 牡5鹿 57 戸崎 圭太森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 496＋ 41：11．91
 15．9

11 キョウエイスコール 牡4栗 57 内田 博幸田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 494± 0 〃 ハナ 74．8�
35 ユキノカトレア 牝5鹿 55 丸山 元気北所 直人氏 坂口 正則 日高 川端 正博 482－ 41：12．0� 49．4�
713 ラミアカーサ 牝5栗 55

52 ▲藤田菜七子藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 444－ 2 〃 アタマ 87．9

36 プリンセスロック 牝5鹿 55 岩田 康誠吉田 和美氏 大和田 成 浦河 浦河育成牧場 476－ 41：12．1クビ 8．1�
612 マンカストラップ 牡3青鹿55 大野 拓弥�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 484＋ 4 〃 アタマ 45．2�
611 ワキノハガクレ 牡5黒鹿57 吉田 豊脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 422－ 8 〃 ハナ 37．4�
816 サ ノ コ コ 牝4鹿 55

52 ▲武藤 雅佐野 信幸氏 栗田 徹 新冠 武田 修一 508＋ 81：12．2� 8．4�
510 ドゥモワゼル 牝3鹿 53 勝浦 正樹小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 458＋ 41：12．51� 54．9�
714 エミネントレコード 牡6鹿 57 幸 英明�G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム B494－ 61：12．92� 166．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，414，000円 複勝： 80，879，500円 枠連： 37，703，800円
馬連： 132，564，200円 馬単： 51，874，100円 ワイド： 76，845，900円
3連複： 171，698，200円 3連単： 203，277，700円 計： 803，257，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 470円 � 270円 枠 連（2－8） 1，280円

馬 連 �� 6，440円 馬 単 �� 10，760円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 950円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 17，780円 3 連 単 ��� 106，940円

票 数

単勝票数 計 484140 的中 � 80647（2番人気）
複勝票数 計 808795 的中 � 129668（2番人気）� 37900（8番人気）� 78746（5番人気）
枠連票数 計 377038 的中 （2－8） 22757（6番人気）
馬連票数 計1325642 的中 �� 15937（25番人気）
馬単票数 計 518741 的中 �� 3615（45番人気）
ワイド票数 計 768459 的中 �� 9513（23番人気）�� 21554（11番人気）�� 8065（30番人気）
3連複票数 計1716982 的中 ��� 7240（57番人気）
3連単票数 計2032777 的中 ��� 1378（340番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．6―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．3―45．9―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アシャカダイキ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2016．9．17 中山5着

2014．2．8生 牝3鹿 母 レ ツ ィ ー ナ 母母 タニウインドタイム 10戦3勝 賞金 32，300，000円
〔制裁〕 サノココ号の騎手武藤雅は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番・7番・6番・4番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マテラスカイ号
（非抽選馬） 2頭 シルバードリーム号・ソルプレーサ号
※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。



2510510月1日 晴 良 （29中山4）第9日 第9競走 ��
��1，600�サ フ ラ ン 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
牝，2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

11 レッドレグナント 牝2鹿 54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：35．2 2．1�
88 ミュージアムヒル 牝2鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：35．51� 2．4�
77 トーセンアンバー 牝2鹿 54 横山 和生島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ

スティファーム 468－ 2 〃 クビ 11．2�
44 ニシノウララ 牝2青鹿54 幸 英明西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 456－ 41：35．71� 11．7�
55 ディアジラソル 牝2鹿 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 土田農場 418－ 61：35．91	 81．0	
66 フィルハーモニー 牝2黒鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 494－ 4 〃 ハナ 48．2

22 ラ ン リ ー ナ 牝2芦 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元道牧場 448－ 21：36．0� 53．1�
89 
 ラスエモーショネス 牝2鹿 54 岩田 康誠野嶋 祥二氏 高橋 義忠 愛 M. Phelan 472± 01：36．31� 18．8�
33 ウインディマンシュ 牝2栗 54 松岡 正海�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 414± 01：37．78 25．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 61，065，800円 複勝： 72，456，700円 枠連： 18，778，100円
馬連： 110，322，000円 馬単： 68，078，500円 ワイド： 51，929，500円
3連複： 117，490，500円 3連単： 311，725，600円 計： 811，846，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（1－8） 160円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 120円 �� 270円 �� 250円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 1，220円

票 数

単勝票数 計 610658 的中 � 236268（1番人気）
複勝票数 計 724567 的中 � 244776（2番人気）� 282967（1番人気）� 49502（4番人気）
枠連票数 計 187781 的中 （1－8） 86066（1番人気）
馬連票数 計1103220 的中 �� 437881（1番人気）
馬単票数 計 680785 的中 �� 141402（1番人気）
ワイド票数 計 519295 的中 �� 157371（1番人気）�� 37942（3番人気）�� 40649（2番人気）
3連複票数 計1174905 的中 ��� 220549（1番人気）
3連単票数 計3117256 的中 ��� 184858（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．5―36．5―48．6―1：00．7―1：12．3―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

レッドレグナント �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．6．11 東京3着

2015．2．3生 牝2鹿 母 エンプレスティアラ 母母 ゴールドティアラ 3戦2勝 賞金 17，017，000円

2510610月1日 晴 良 （29中山4）第9日 第10競走 ��
��1，200�

か つ う ら

勝 浦 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，28．10．1以降29．9．24まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

12 クラウンアイリス 牝6栗 53 内田 博幸�クラウン 天間 昭一 大分 クラウンファーム 408± 01：07．8 15．0�
611 ベルディーヴァ 牝5栗 52 柴田 善臣 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 クビ 13．9�
24 コロラトゥーレ 牝3鹿 52 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 448＋ 81：08．01 4．9�
612 フクノグローリア 牝5黒鹿51 二本柳 壮福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 472＋ 6 〃 クビ 240．6�
47 ユメノマイホーム 牝5栗 52 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 460＋121：08．1クビ 61．1	
816 ヤマニンマンドール 牡5黒鹿55 福永 祐一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 454－ 61：08．2� 20．6

35 クリノスイートピー 牝5黒鹿51 伴 啓太栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 446－ 41：08．3� 37．2�
714 サレンティーナ 牡3栗 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 21：08．4� 3．0�
815 ワイナルダム 牡3青鹿54 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± 01：08．5� 10．4
36 クラウンルシフェル 牡6栗 54 大野 拓弥�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B496＋ 41：08．6� 41．0�
510 ヴァッフシュテルケ 牡6青鹿54 幸 英明�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 462－12 〃 アタマ 70．1�
23 ダノンハイパワー 牡3黒鹿54 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 490＋ 81：08．7クビ 10．0�
59 ネオフレグランス 牝3青鹿52 吉田 隼人 �キャロットファーム 中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412－141：08．8� 11．0�
713 ミエノドリーマー 牡4栗 54 三浦 皇成里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 470± 0 〃 クビ 7．4�
11 ボ ー ダ レ ス 牝4栗 53 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 61：08．9� 38．2�
48 イ ア ペ ト ス 牡5鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 486＋ 61：09．0� 138．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，299，200円 複勝： 83，878，100円 枠連： 51，412，800円
馬連： 188，350，900円 馬単： 78，553，000円 ワイド： 93，785，100円
3連複： 255，031，800円 3連単： 333，970，900円 計： 1，143，281，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 430円 � 440円 � 210円 枠 連（1－6） 7，890円

馬 連 �� 10，730円 馬 単 �� 22，640円

ワ イ ド �� 3，070円 �� 1，230円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 13，820円 3 連 単 ��� 125，580円

票 数

単勝票数 計 582992 的中 � 30935（8番人気）
複勝票数 計 838781 的中 � 47315（7番人気）� 45215（8番人気）� 121272（2番人気）
枠連票数 計 514128 的中 （1－6） 5048（21番人気）
馬連票数 計1883509 的中 �� 13595（37番人気）
馬単票数 計 785530 的中 �� 2602（76番人気）
ワイド票数 計 937851 的中 �� 7676（36番人気）�� 19929（13番人気）�� 19595（14番人気）
3連複票数 計2550318 的中 ��� 13831（44番人気）
3連単票数 計3339709 的中 ��� 1928（407番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―10．9―11．2―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．4―44．6―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンアイリス �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．12．14 中京3着

2011．3．11生 牝6栗 母 ユキノマーガレット 母母 ノーザンヴィーナス 25戦4勝 賞金 55，035，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。
（非抽選馬） 7頭 アズールムーン号・スズカゼ号・スビールアスール号・タカラジャンヌ号・トロピカルガーデン号・

トーホウハニー号・リバティーホール号

１レース目 ３レース目



2510710月1日 曇 良 （29中山4）第9日 第11競走 ��
��1，200�第51回スプリンターズステークス（ＧⅠ）

発走15時40分 （グローバルスプリントチャレンジ） （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55�4歳以上57�，牝馬
2�減

日本馬主協会連合会会長賞・グローバルスプリントチャレンジ賞・ブリーダーズカップチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 98，000，000円 39，000，000円 25，000，000円 15，000，000円 9，800，000円
付 加 賞 3，402，000円 972，000円 486，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：06．7
1：06．5
1：06．7

良
良
良

48 レッドファルクス 牡6芦 57 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 474± 01：07．6 3．2�
12 レッツゴードンキ 牝5栗 55 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 496± 0 〃 クビ 10．8�
36 ワンスインナムーン 牝4鹿 55 石橋 脩 �いとはんホール

ディングス 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 452± 01：07．7� 16．0�
11 スノードラゴン 牡9芦 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 510＋ 6 〃 クビ 103．3�
612	 ブ リ ザ ー ド 
6栗 57 G．モッセ インフィニテュード・

シンジケート P．イウ 豪 G S A Blood-
stock Pty Ltd 504－ 61：07．8クビ 32．6	

（Blizzard（AUS）） （香港） （仏）

510 ビッグアーサー 牡6鹿 57 福永 祐一中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 バンブー牧場 522＋ 3 〃 クビ 16．1

59 � メラグラーナ 牝5鹿 55 戸崎 圭太吉田 和美氏 池添 学 豪 Emirates

Park Pty Ltd 522－101：07．9� 5．7�
816 ダンスディレクター 牡7鹿 57 浜中 俊太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 436＋ 2 〃 アタマ 16．6�
24 � フィドゥーシア 牝5鹿 55 三浦 皇成前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Co. LTD. 474－ 6 〃 ハナ 37．7
815 シ ュ ウ ジ 牡4鹿 57 横山 典弘安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 490－ 21：08．0� 46．3�
23 セイウンコウセイ 牡4栗 57 幸 英明西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 498－ 41：08．1クビ 6．1�
713 ファインニードル 牡4鹿 57 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 61：08．31� 14．1�
35 ラインミーティア 牡7鹿 57 西田雄一郎大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 476＋ 6 〃 ハナ 27．1�
611 モンドキャンノ 牡3鹿 55 池添 謙一ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 アタマ 30．8�
47 ダイアナヘイロー 牝4黒鹿55 武 豊�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 476± 0 〃 アタマ 10．4�
714 ネ ロ 牡6栗 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 472＋ 6 〃 ハナ 103．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 508，607，900円 複勝： 600，831，900円 枠連： 334，529，800円 馬連： 1，812，162，200円 馬単： 710，304，800円
ワイド： 764，582，500円 3連複： 2，909，662，000円 3連単： 4，872，850，600円 5重勝： 573，050，500円 計： 13，086，582，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 300円 � 350円 枠 連（1－4） 1，470円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 630円 �� 860円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 7，650円 3 連 単 ��� 31，850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����� 1，437，760円

票 数

単勝票数 計5086079 的中 � 1234335（1番人気）
複勝票数 計6008319 的中 � 1441614（1番人気）� 441676（4番人気）� 364338（6番人気）
枠連票数 計3345298 的中 （1－4） 176234（6番人気）
馬連票数 計18121622 的中 �� 795325（3番人気）
馬単票数 計7103048 的中 �� 183787（5番人気）
ワイド票数 計7645825 的中 �� 323496（3番人気）�� 230798（7番人気）�� 89312（25番人気）
3連複票数 計29096620 的中 ��� 284982（21番人気）
3連単票数 計48728506 的中 ��� 110910（79番人気）
5重勝票数 計5730505 的中 ����� 279

ハロンタイム 11．9―10．8―11．2―10．9―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―33．9―44．8―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．7
3 6，7（4，10，14，13）（3，12）（2，16）8（1，11）9，5－15 4 6－（4，7，10）（3，14）（2，12，13）（8，16）（1，11）9（5，15）

勝馬の
紹 介

レッドファルクス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．23 東京2着

2011．4．12生 牡6芦 母 ベ ル モ ッ ト 母母 レガシーオブストレングス 22戦10勝 賞金 459，150，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 キングハート号・ソルヴェイグ号・ティーハーフ号・トーキングドラム号・ノボバカラ号・フミノムーン号
※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。

2510810月1日 曇 良 （29中山4）第9日 第12競走 ��
��1，800�

うちぼう

内房ステークス
発走16時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，28．10．1以降29．9．24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 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

510 ケンベストカフェ 牡5黒鹿54 岩田 康誠中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 480＋ 61：52．4 30．3�
35 ロードフォワード 牡6青鹿53 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか ケイアイファーム 450－ 8 〃 ハナ 53．2�
714 クラシックメタル �6鹿 56 石橋 脩吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 492－ 21：52．61� 3．6�
23 ウインフェニックス 牡6鹿 55 内田 博幸�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 480＋ 41：52．7クビ 4．4�
11 	 フレンドスイート 牝6鹿 51 吉田 豊横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 472＋ 81：52．8
 119．0�
36 エ ネ ス ク 牡4鹿 57 勝浦 正樹桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 508＋ 61：53．54 7．6	
24 エバーキュート 牝5栗 52 吉田 隼人宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454＋ 61：53．71� 46．7

47 マイネルバサラ 牡4鹿 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 476＋ 21：53．8クビ 5．1�
816� アースコネクター 牡6栗 54 丸山 元気 �グリーンファーム和田 正道 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

B512－101：53．9
 28．2�
611 スターストラック 牡3黒鹿53 浜中 俊 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 512－ 41：54．0クビ 8．3�
713 カフェリュウジン 牡7鹿 52 池添 謙一西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 528－101：54．42� 100．1�
12 トゥルーウインド 牡5栗 54 田中 勝春 社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 444－ 61：54．61 20．8�
815 メガオパールカフェ 牡6栗 53 蛯名 正義西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 534＋ 21：54．7� 45．7�
48 メイスンウォー 牡7鹿 53 柴田 善臣梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 21：54．91 83．6�
612 ナムラケイト 牝5鹿 53 戸崎 圭太奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 500＋121：57．5大差 10．0�

（15頭）
59 	 パルトネルラーフ 牡4鹿 55 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 99，859，600円 複勝： 134，598，600円 枠連： 60，168，900円
馬連： 263，633，400円 馬単： 108，631，500円 ワイド： 143，857，400円
3連複： 346，859，000円 3連単： 504，187，500円 計： 1，661，795，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，030円 複 勝 � 630円 � 990円 � 170円 枠 連（3－5） 8，080円

馬 連 �� 46，200円 馬 単 �� 80，660円

ワ イ ド �� 8，400円 �� 1，720円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 54，410円 3 連 単 ��� 453，510円

票 数

単勝票数 差引計 998596（返還計 913） 的中 � 26324（9番人気）
複勝票数 差引計1345986（返還計 1014） 的中 � 48062（8番人気）� 29149（12番人気）� 267698（1番人気）
枠連票数 差引計 601689（返還計 10） 的中 （3－5） 5768（26番人気）
馬連票数 差引計2636334（返還計 5180） 的中 �� 4422（72番人気）
馬単票数 差引計1086315（返還計 2304） 的中 �� 1010（138番人気）
ワイド票数 差引計1438574（返還計 2546） 的中 �� 4340（65番人気）�� 21932（17番人気）�� 14036（25番人気）
3連複票数 差引計3468590（返還計 14216） 的中 ��� 4781（133番人気）
3連単票数 差引計5041875（返還計 18823） 的中 ��� 806（942番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．0―48．3―1：00．3―1：12．6―1：25．5―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．8
1
3
16，10（2，12）14，3（5，7，8）（11，15）6，1（4，13）
16－10－（2，12，14）（3，8，15）（5，7）6（1，11）（4，13）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケンベストカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 End Sweep デビュー 2014．9．28 新潟7着

2012．5．24生 牡5黒鹿 母 ダークエンディング 母母 Dark Champagne 22戦5勝 賞金 75，654，000円
〔出走取消〕 パルトネルラーフ号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔その他〕 ナムラケイト号は，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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 イーストオブザサン号・エポック号・クロフネビームス号・コアレスキング号・シップウ号・スウィフトレイド号・

ペイシャゴンジセ号

５レース目



（29中山4）第9日 10月1日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 178頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

372，920，000円
23，850，000円
6，260，000円
46，010，000円
71，505，000円
5，220，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
1，050，021，900円
1，456，332，200円
638，735，900円
3，037，106，800円
1，323，042，000円
1，471，088，700円
4，504，538，700円
7，252，514，900円
573，050，500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 21，306，431，600円

総入場人員 37，371名 （有料入場人員 33，852名）



平成29年度 第4回中山競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，567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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，222，240，000円
20，240，000円
170，300，000円
20，140，000円
259，040，000円
6，500，000円
642，379，500円
44，969，200円
15，043，200円

勝馬投票券売得金
5，649，911，400円
8，845，179，200円
3，399，175，700円
14，797，956，700円
6，818，124，100円
7，907，522，400円
20，562，788，700円
31，618，728，900円
2，556，320，300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 102，155，707，400円

総入場延人員 213，329名 （有料入場延人員 161，738名）
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