
25061 9月22日 曇 重 （30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

59 デルマルーヴル 牡2青鹿54 C．ルメール 浅沼 廣幸氏 戸田 博文 平取 坂東牧場 492－ 41：53．3 2．0�
46 モーンストルム 牝2鹿 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 444＋ 21：54．57 2．8�
610 ストラトフォード 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター B466＋12 〃 クビ 62．9�

712 ボヘミアラプソディ 牡2鹿 54 丸山 元気平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B472± 01：54．6クビ 9．3�
23 ベルキューズ 牝2栗 54 黛 弘人 �ローレルレーシング 武井 亮 新冠 村田牧場 B490－ 21：54．81� 128．7�
58 タカラチーター 牡2鹿 54 村田 一誠村山 義男氏 藤原 辰雄 日高 原田牧場 456＋ 21：55．11� 25．3	
35 ザ メ イ ダ ン 牡2黒鹿54 大野 拓弥大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム 458± 0 〃 クビ 14．3

611 セイドアモール 牝2鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ
アーム 456＋ 4 〃 ハナ 21．4�

814 ポルタメント 牡2栗 54 藤岡 康太前田 幸治氏 中舘 英二 新ひだか 沼田 照秋 450± 01：55．2	 69．5�
22 プラサデトロス 牡2鹿 54

53 ☆武藤 雅平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 502＋101：56．15 108．6
34 タ ヌ キ 牡2鹿 54

52 △藤田菜七子小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 430＋ 21：58．1大差 57．0�
11 マ イ ン ダ ダ 牡2青 54

52 △横山 武史峰 哲馬氏 的場 均 新ひだか 山際セントラルスタッド 476＋ 21：58．52 354．3�
713 カ ラ テ 牡2黒鹿 54

52 △菊沢 一樹小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 500＋24 〃 クビ 119．3�
815 ウサギノワルツ 牡2栗 54

51 ▲山田 敬士桐谷 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 原 弘之 B488＋ 41：59．24 277．5�
47 シゲルリンカイセキ 牡2青鹿54 武士沢友治森中 蕃氏 粕谷 昌央 新冠 石田牧場 450－ 22：00．26 199．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，685，900円 複勝： 44，019，900円 枠連： 12，830，200円
馬連： 51，898，100円 馬単： 32，113，900円 ワイド： 38，717，400円
3連複： 79，164，200円 3連単： 117，653，400円 計： 406，083，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 420円 枠 連（4－5） 210円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 140円 �� 1，020円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 5，900円

票 数

単勝票数 計 296859 的中 � 123227（1番人気）
複勝票数 計 440199 的中 � 161661（1番人気）� 121451（2番人気）� 11369（7番人気）
枠連票数 計 128302 的中 （4－5） 45973（1番人気）
馬連票数 計 518981 的中 �� 169314（1番人気）
馬単票数 計 321139 的中 �� 58267（1番人気）
ワイド票数 計 387174 的中 �� 99847（1番人気）�� 7418（10番人気）�� 6585（12番人気）
3連複票数 計 791642 的中 ��� 26446（5番人気）
3連単票数 計1176534 的中 ��� 14446（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．4―49．3―1：01．6―1：14．2―1：27．1―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．1
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デルマルーヴル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 コ マ ン ズ デビュー 2018．8．25 札幌4着

2016．3．19生 牡2青鹿 母 カリビアンロマンス 母母 サバナパディーダ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マインダダ号・カラテ号・ウサギノワルツ号・シゲルリンカイセキ号は，「タイムオーバーによる出

走制限」のため，平成30年10月22日まで平地競走に出走できない。

25062 9月22日 曇 稍重 （30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

59 ヴァルドワーズ 牝2栗 54 石橋 脩 �シルクレーシング 和田正一郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 438－ 21：09．4 4．2�
612 シ ャ ウ エ ン 牝2青鹿54 大野 拓弥�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 460－ 41：09．61� 4．5�
47 ニシノテンカラット 牝2黒鹿54 三浦 皇成西山 茂行氏 武市 康男 浦河 桑田牧場 406＋ 61：10．02� 22．2�
23 ナタラディーヴァ 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 446± 01：10．1� 7．4�
35 スタンニングモガ 牝2青 54 石川裕紀人小村アセットM� 大和田 成 安平 追分ファーム 420－ 6 〃 ハナ 9．4	
24 リンガスハット 牝2栗 54

52 △藤田菜七子伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 440＋ 21：10．2� 27．2

611 ミ ス プ ロ ト 牝2鹿 54 松岡 正海福澤 真也氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 434－ 41：10．51� 34．3�
815 ナムラピアス 牝2黒鹿54 北村 宏司奈村 睦弘氏 谷原 義明 様似 林 時春 452－ 4 〃 ハナ 10．4�
714 フラワープリンセス 牝2栗 54

53 ☆木幡 巧也堀口 晴男氏 本間 忍 日高 日西牧場 410＋ 21：10．71� 43．4
12 オトリコミチュウ 牝2青鹿54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 飛野牧場 436＋ 4 〃 ハナ 9．6�
36 トーアマーブル 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 426＋ 4 〃 ハナ 47．0�
713 ニンジンムスメ 牝2鹿 54 丹内 祐次三岡 陽氏 小桧山 悟 青森 長谷地 義正 420＋14 〃 クビ 173．7�
11 ブルーコーナー 牝2青 54 津村 明秀�サンライズ 菊沢 隆徳 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 458± 01：10．9� 15．0�
48 ルーナセレナータ 牝2黒鹿54 吉田 隼人吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 432＋121：11．0� 17．7�
816 コルシカフレーバー 牝2栗 54 黛 弘人 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 414＋ 81：11．1� 368．6�
510 セクシーブーツ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム B434＋141：11．95 170．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，679，200円 複勝： 46，050，300円 枠連： 15，944，400円
馬連： 59，440，200円 馬単： 27，691，600円 ワイド： 43，772，400円
3連複： 89，137，100円 3連単： 102，250，900円 計： 410，966，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 170円 � 510円 枠 連（5－6） 820円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，570円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 6，620円 3 連 単 ��� 28，530円

票 数

単勝票数 計 266792 的中 � 52467（1番人気）
複勝票数 計 460503 的中 � 81701（1番人気）� 77803（2番人気）� 17207（9番人気）
枠連票数 計 159444 的中 （5－6） 15044（1番人気）
馬連票数 計 594402 的中 �� 43223（1番人気）
馬単票数 計 276916 的中 �� 10068（1番人気）
ワイド票数 計 437724 的中 �� 23171（1番人気）�� 6938（20番人気）�� 5453（27番人気）
3連複票数 計 891371 的中 ��� 10093（18番人気）
3連単票数 計1022509 的中 ��� 2598（53番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―11．7―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―45．9―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァルドワーズ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．7．29 新潟5着

2016．5．1生 牝2栗 母 ウィストラム 母母 リュドゥパーム 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走状況〕 ニンジンムスメ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カツコノユメ号

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22日 曇 稍重 （30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
1：45．6

良
良

56 コスモカレンドゥラ 牡2栗 54 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 21：49．7 3．9�
33 ラステラデファルコ 牡2黒鹿 54

52 △横山 武史武田 修氏 武井 亮 安平 追分ファーム 478＋ 81：50．01� 15．5�
55 アナザークイーン 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 448± 01：50．1� 5．8�
811 ワ ダ ツ ミ 牡2鹿 54 石橋 脩谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 480＋ 21：50．41� 2．3�
11 ルッキングフライ 牡2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 21：50．5� 29．1�
710 マイディスティニー 牝2鹿 54 西田雄一郎 	ローレルレーシング 武藤 善則 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 502－101：50．71	 113．5

67 トーセンジェロニモ 牡2栗 54

52 △菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新冠 秋田牧場 472－ 61：50．8� 12．7�
812 ロードブルームーン 牡2鹿 54 三浦 皇成 	ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 446－ 41：51．01� 9．0
68 ゲハイムローゼ 牝2鹿 54 丹内 祐次 	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 448＋ 21：51．42� 88．9�
22 ク ワ ヒ カ リ 牡2鹿 54 丸田 恭介銀玉競走馬倶楽部 竹内 正洋 浦河 三好牧場 446＋ 21：51．5クビ 180．8�
44 ケンブリッジウィズ 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅中西 宏彰氏 石栗 龍彦 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 430＋ 41：52．77 275．2�

79 クリノブラックオー 牡2鹿 54 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 三輪牧場 B466± 01：53．76 60．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，374，000円 複勝： 33，748，700円 枠連： 14，445，000円
馬連： 48，884，700円 馬単： 26，799，900円 ワイド： 34，133，000円
3連複： 64，949，800円 3連単： 100，912，900円 計： 351，248，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 320円 � 170円 枠 連（3－5） 1，210円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 850円 �� 350円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 16，150円

票 数

単勝票数 計 273740 的中 � 57938（2番人気）
複勝票数 計 337487 的中 � 63272（2番人気）� 21291（6番人気）� 54662（3番人気）
枠連票数 計 144450 的中 （3－5） 9206（5番人気）
馬連票数 計 488847 的中 �� 17053（10番人気）
馬単票数 計 267999 的中 �� 6448（13番人気）
ワイド票数 計 341330 的中 �� 9794（12番人気）�� 27363（3番人気）�� 8182（13番人気）
3連複票数 計 649498 的中 ��� 14920（11番人気）
3連単票数 計1009129 的中 ��� 4530（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．8―36．8―49．7―1：02．0―1：14．1―1：26．1―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモカレンドゥラ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．9．2 新潟4着

2016．4．7生 牡2栗 母 ミルルーテウス 母母 ミルレーサー 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走状況〕 クリノブラックオー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※出走取消馬 ロジャーズクライ号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

25064 9月22日 曇 重 （30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

714 クレバージェット 牡3栗 56 石橋 脩田畑 利彦氏 牧 光二 浦河 高昭牧場 532± 01：10．6 3．0�
11 タカミツリリー 牝3鹿 54 勝浦 正樹�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 446－ 21：10．81� 10．4�
24 クォーターイモン 牡3鹿 56 北村 宏司井門 敏雄氏 小西 一男 浦河 グラストレーニ

ングセンター 454＋ 81：10．9� 3．7�
510 ベ イ ス ン 牡3黒鹿56 田辺 裕信吉田 晴哉氏 尾形 和幸 安平 追分ファーム 480－ 21：11．0� 6．8�
816 シエルクレール 牝3鹿 54 横山 典弘 �カナヤマホール

ディングス 尾関 知人 浦河 酒井牧場 B498－ 61：11．74 12．9	
12 カラフルワールド 牡3栗 56 松岡 正海窪田 芳郎氏 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 434＋ 71：11．8� 273．5

35 クルクルティンクル 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 468＋ 81：11．9� 38．6�
59 ガ ブ リ エ ル 牡3栗 56

55 ☆武藤 雅原 �子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 アタマ 26．2�
36 エルディアマンテ 牝3栗 54 内田 博幸 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 422－ 81：12．11 5．1
611 シゲルレンコン 牡3鹿 56 津村 明秀森中 蕃氏 松山 将樹 浦河 王蔵牧場 452－ 41：12．31� 181．8�
713 オ グ マ ン テ 牡3栗 56 伊藤 工真 �サンデーレーシング 勢司 和浩 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 518＋181：12．4� 80．4�
612 グロウアイリス 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也飯田 政子氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 406＋ 2 〃 ハナ 44．0�
48 ニットウツバキ 牝3鹿 54 柴田 善臣藤井 謙氏 高橋 文雅 浦河 日東牧場 484－ 21：12．5クビ 55．5�
815 メ ロ ス 牡3黒鹿56 吉田 隼人島井新一郎氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 41：12．92� 300．0�
23 ノーブルプロスパー 牝3青鹿54 江田 照男ホースアディクト加藤 和宏 新ひだか 元茂牧場 B452－ 41：13．0� 521．8�
47 ツァイトライゼ 牡3栗 56 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 448＋121：14．49 133．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，551，100円 複勝： 51，438，100円 枠連： 15，388，000円
馬連： 65，752，700円 馬単： 32，266，000円 ワイド： 46，706，000円
3連複： 91，819，600円 3連単： 118，991，900円 計： 454，913，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 240円 � 130円 枠 連（1－7） 1，660円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 540円 �� 210円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 8，200円

票 数

単勝票数 計 325511 的中 � 85507（1番人気）
複勝票数 計 514381 的中 � 134069（1番人気）� 38061（5番人気）� 111601（2番人気）
枠連票数 計 153880 的中 （1－7） 7181（7番人気）
馬連票数 計 657527 的中 �� 36803（6番人気）
馬単票数 計 322660 的中 �� 9152（10番人気）
ワイド票数 計 467060 的中 �� 19997（6番人気）�� 69831（1番人気）�� 18249（7番人気）
3連複票数 計 918196 的中 ��� 53475（3番人気）
3連単票数 計1189919 的中 ��� 10511（17番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―11．7―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．5―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．8
3 1（5，12，14，16）（4，11）（3，9）13－（6，10）－（2，15）8＝7 4 1－（5，14）12（4，16）11－9（3，10）（6，13）2，8，15＝7

勝馬の
紹 介

クレバージェット �
�
父 ハードスパン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．4．8 中山2着

2015．4．9生 牡3栗 母 タワーライトブルー 母母 リアフォーモサ 10戦1勝 賞金 17，350，000円
※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） 4頭 ジオ号・ショウナンアイシス号・スマートパートナー号・レッドテオドーラ号
（非抽選馬） 3頭 ノヴァ号・ハルメキ号・フレグラントエリア号追 加 記 事（第 4回中山競馬第 4日第 6競走）

〔その他〕　　チャンピオンノホシ号は，競走中に疾病〔右第 1指骨剥離骨折〕を発症。なお，
同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



25065 9月22日 曇 稍重 （30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

815 ルガールカルム 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 452 ―1：36．5 1．2�
48 グレルグリーン 牡2黒鹿54 石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 444 ―1：36．71� 28．3�
24 サンディレクション 牡2鹿 54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 438 ―1：36．91� 9．9�
714 マリノオークション 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也矢野まり子氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 474 ―1：37．11 29．7�
611� ロンドンテソーロ 牡2栗 54 吉田 隼人了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 愛 Roundhill Stud &
J. S. Investments 478 ―1：37．31	 15．3	

35 マ カ リ カ 牝2鹿 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 432 ―1：37．72� 15．9

11 カフェアリアドネ 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子西川 恭子氏 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 434 ―1：37．91� 19．0�
713 シナリオライン 牡2鹿 54 内田 博幸小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 490 ―1：38．0� 80．8�
23 バレットタイム 牡2栗 54 石橋 脩前田 幸治氏 池上 昌和 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 456 ―1：38．1
 122．5
12 ヤマニンスマイリー 牝2栗 54 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 440 ― 〃 クビ 130．4�
47 � ワールドイズマイン 牝2鹿 54 丸山 元気�レッドマジック金成 貴史 米 R. M. J. Sta-

bles, LLC 440 ―1：38．31	 39．2�
59 マイネルペルマナン 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 450 ―1：38．4� 113．9�
612 ストロングコンビ 牡2鹿 54

53 ☆武藤 雅西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 448 ―1：38．5� 315．0�
816 サドラーチョウサン 牝2鹿 54 北村 宏司�チョウサン 松永 康利 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 412 ―1：39．03 62．1�
510 フ ィ ア ー バ 牝2青鹿54 石神 深一�石田牧場 松永 康利 新冠 石田牧場 430 ―1：39．42� 331．2�
36 ユキノディライト 牡2鹿 54 田中 勝春井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか 前田牧場 482 ―1：40．57 184．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，223，700円 複勝： 141，607，500円 枠連： 16，155，400円
馬連： 53，160，800円 馬単： 42，615，800円 ワイド： 41，024，200円
3連複： 75，655，900円 3連単： 141，588，300円 計： 552，031，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 270円 � 150円 枠 連（4－8） 630円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 510円 �� 250円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 6，440円

票 数

単勝票数 計 402237 的中 � 252192（1番人気）
複勝票数 計1416075 的中 � 1128651（1番人気）� 25628（5番人気）� 70743（2番人気）
枠連票数 計 161554 的中 （4－8） 19570（3番人気）
馬連票数 計 531608 的中 �� 41209（4番人気）
馬単票数 計 426158 的中 �� 28716（4番人気）
ワイド票数 計 410242 的中 �� 19728（5番人気）�� 49774（1番人気）�� 6194（13番人気）
3連複票数 計 756559 的中 ��� 22854（7番人気）
3連単票数 計1415883 的中 ��� 15923（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．7―49．3―1：01．9―1：13．8―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．6

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

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

ルガールカルム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Sunday Silence 初出走

2016．2．4生 牝2鹿 母 サンデースマイルⅡ 母母 Sensation 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 グレルグリーン号の騎手石川裕紀人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5番）

25066 9月22日 曇 重 （30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

612 ネ コ マ ヒ カ 牡3栗 56
53 ▲山田 敬士桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 原 弘之 512± 01：53．7 25．8�

36 ブリーズドゥース 牝3鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 504＋ 21：53．91� 3．6�
816 イルーシヴゴールド 牝3芦 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：54．11� 2．8�
35 オテンバランナー 牝3黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 川島 正広 424－ 4 〃 ハナ 12．4�
24 ベストインパクト 牝3黒鹿54 三浦 皇成飯田 正剛氏 田中 博康 新ひだか 千代田牧場 442－121：55．16 124．0�
714 アナザーサイレンス 牡3鹿 56 江田 照男岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド B466－ 41：55．73� 381．4	
713 プ ラ ー ナ 牝3鹿 54 黛 弘人 
ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 468＋ 41：55．8	 106．7�
47 トキメキジュピター 牡3黒鹿56 北村 宏司片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 浦河 室田 千秋 496＋101：55．9� 6．1�
23 ヒロブラッサム 牝3鹿 54 丸田 恭介西野 晴夫氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 01：56．21	 44．6
12 ファシナンテ 牝3栗 54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新ひだか 広田牧場 482＋ 61：56．41� 266．3�
510 エールブラン 牡3芦 56

54 △横山 武史 �キャロットファーム 上原 博之 新ひだか 井高牧場 500＋ 4 〃 クビ 20．0�
11 シカゴジャズ 牡3鹿 56 石川裕紀人ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498± 01：56．71	 25．0�
48 ウィナーズブレイク 牡3栗 56

55 ☆武藤 雅 �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 476－ 61：56．8	 8．9�

815 フラントイオ 牡3鹿 56
54 △菊沢 一樹ライオンレースホース
 畠山 吉宏 新ひだか 藤沢牧場 494＋ 61：57．54 144．1�

611 エメラルストロング 牝3栗 54 横山 和生高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 460＋161：57．81	 15．5�
59 イ ン ボ ル ク 牡3栗 56 石橋 脩 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B470－101：58．22� 55．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，956，800円 複勝： 48，872，900円 枠連： 20，859，500円
馬連： 68，139，500円 馬単： 34，920，700円 ワイド： 51，251，500円
3連複： 96，006，700円 3連単： 120，971，800円 計： 479，979，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，580円 複 勝 � 330円 � 150円 � 140円 枠 連（3－6） 1，390円

馬 連 �� 5，270円 馬 単 �� 14，450円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 880円 �� 350円

3 連 複 ��� 4，490円 3 連 単 ��� 57，360円

票 数

単勝票数 計 389568 的中 � 12050（9番人気）
複勝票数 計 488729 的中 � 27535（6番人気）� 90346（2番人気）� 103706（1番人気）
枠連票数 計 208595 的中 （3－6） 11581（5番人気）
馬連票数 計 681395 的中 �� 10004（20番人気）
馬単票数 計 349207 的中 �� 1812（47番人気）
ワイド票数 計 512515 的中 �� 9956（14番人気）�� 14319（9番人気）�� 42012（1番人気）
3連複票数 計 960067 的中 ��� 16025（14番人気）
3連単票数 計1209718 的中 ��� 1529（173番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．1―48．8―1：01．4―1：14．3―1：27．3―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．4
1
3
6，15－2（5，7）（1，13）（8，10）12（14，16）4（3，11，9）
6（2，15，7）（5，13）（1，10）（14，12）16－（4，8，9）（3，11）

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

勝馬の
紹 介

ネ コ マ ヒ カ �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 メイショウホムラ デビュー 2017．10．1 中山11着

2015．4．22生 牡3栗 母 ミヤビハンター 母母 アンバーダイアン 17戦1勝 賞金 10，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エメラルストロング号・インボルク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月

22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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ジョリーリュバン号・ベネディクション号



25067 9月22日 曇 重 （30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

48 スリーミニオン 牡3栗 55 三浦 皇成永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B464＋ 41：10．6 7．4�
714 ド リ ュ ウ 牡3栗 55 江田 照男�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 442－ 61：10．81� 2．4�
36 エ ン パ シ ー 牡4青鹿57 蛯名 正義岡 浩二氏 中川 公成 新ひだか カタオカフアーム 478＋ 21：11．01� 24．3�
12 フォーティプリンス 牡4栗 57 戸崎 圭太ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 474± 0 〃 アタマ 4．1�
11 タイセイマルス 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 B482－ 41：11．21� 22．3	
612 アメリカンツイスト 牡3鹿 55 松岡 正海 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 474－ 4 〃 ハナ 5．7

816 レンズフルパワー 牡6鹿 57 丸山 元気田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 宮内牧場 506＋ 41：11．52 9．0�
815� ユアザスター 牡5鹿 57 北村 宏司西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B502± 0 〃 クビ 50．6�
47 クリノロマン 牝3芦 53 西田雄一郎栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 464＋ 41：11．6� 149．2
510� トラストエンジェル 牝4黒鹿 55

54 ☆武藤 雅菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 中地 義次 428± 01：12．13 369．5�
35 キモンプリンス 牡3芦 55 大野 拓弥小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 454－ 6 〃 ハナ 66．6�
59 カ レ ン 牝4栗 55 杉原 誠人�ミルファーム 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 486± 01：12．2� 106．4�
713 トウショウスレッジ 牡5栗 57

55 △横山 武史トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 482＋ 21：12．3� 85．8�
23 � サンモントレー 牝4栗 55 丹内 祐次 �加藤ステーブル 加藤 和宏 日高 有限会社

ケイズ 432＋ 31：12．72� 63．3�
611� ブライトンピア 牡4栗 57 内田 博幸浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 446－10 〃 クビ 133．3�
24 � ピ リ リ 牝3鹿 53

50 ▲山田 敬士今中 俊平氏 小桧山 悟 新ひだか 増本牧場 410＋ 4 〃 ハナ 411．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，751，700円 複勝： 56，122，000円 枠連： 17，531，500円
馬連： 76，195，500円 馬単： 35，018，400円 ワイド： 49，852，500円
3連複： 97，916，500円 3連単： 132，060，400円 計： 503，448，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 190円 � 110円 � 360円 枠 連（4－7） 790円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，930円 �� 910円

3 連 複 ��� 4，450円 3 連 単 ��� 22，440円

票 数

単勝票数 計 387517 的中 � 41817（4番人気）
複勝票数 計 561220 的中 � 60525（4番人気）� 217238（1番人気）� 24000（6番人気）
枠連票数 計 175315 的中 （4－7） 17104（3番人気）
馬連票数 計 761955 的中 �� 78757（3番人気）
馬単票数 計 350184 的中 �� 14702（7番人気）
ワイド票数 計 498525 的中 �� 41198（3番人気）�� 6095（20番人気）�� 13460（10番人気）
3連複票数 計 979165 的中 ��� 16489（13番人気）
3連単票数 計1320604 的中 ��� 4266（58番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．8―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．5―46．3―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーミニオン �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．11．11 福島10着

2015．4．25生 牡3栗 母 スズカミネルバ 母母 ミエノサンデー 10戦2勝 賞金 16，800，000円
〔その他〕 トウショウスレッジ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トウショウスレッジ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年11月22日まで出走できない。

25068 9月22日 曇 稍重 （30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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード3：32．3良

78 � マイネルプロンプト �6黒鹿62 森 一馬岡田 壮史氏 坂口 正則 新冠 コスモヴューファーム 482－ 23：37．2 2．5�
55 ピエナクルーズ 牡5鹿 60 西谷 誠本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 450－ 23：38．26 4．5�
89 エオヒップス �4青鹿60 熊沢 重文前田 晋二氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－ 43：38．3クビ 32．5�
77 ゼンノトライブ 牡5黒鹿61 難波 剛健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 444－ 8 〃 クビ 3．4�
66 トーヨーピース 牡4鹿 60 草野 太郎中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 480± 0 〃 アタマ 9．2�
11 スプレーモゲレイロ 牡5鹿 60 植野 貴也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 460－ 63：38．93� 29．6	
33 マイネルヴォーダン 牡6栗 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 514± 03：39．32 48．3

22 � ゴールドバンカー 牡6栗 60 上野 翔磯波 勇氏 伊藤 正徳 登別 登別上水牧場 456＋ 23：40．68 170．5�
810 シゲルヒノクニ 牡6栗 60 五十嵐雄祐森中 蕃氏 浅野洋一郎 浦河 中村 雅明 518＋ 83：41．34 27．5�
44 クラシックマーク 牝7栗 58 石神 深一小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 460＋ 2 （競走中止） 8．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，809，400円 複勝： 25，335，400円 枠連： 13，678，600円
馬連： 50，958，200円 馬単： 29，186，900円 ワイド： 29，864，700円
3連複： 72，562，000円 3連単： 126，844，700円 計： 373，239，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 170円 � 620円 枠 連（5－7） 440円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，350円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 7，670円 3 連 単 ��� 24，630円

票 数

単勝票数 計 248094 的中 � 77205（1番人気）
複勝票数 計 253354 的中 � 60603（1番人気）� 42204（3番人気）� 7010（8番人気）
枠連票数 計 136786 的中 （5－7） 23801（2番人気）
馬連票数 計 509582 的中 �� 64542（2番人気）
馬単票数 計 291869 的中 �� 18287（3番人気）
ワイド票数 計 298647 的中 �� 26641（2番人気）�� 5340（15番人気）�� 2497（28番人気）
3連複票数 計 725620 的中 ��� 7091（24番人気）
3連単票数 計1268447 的中 ��� 3733（77番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 51．6－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マイネルプロンプト �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 マイネルラヴ

2012．3．17生 �6黒鹿 母 コスモクラッベ 母母 ビンゴハナコ 障害：13戦4勝 賞金 74，305，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 クラシックマーク号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため2周目2コーナーで競走中止。



25069 9月22日 曇 稍重 （30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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

67 プライムセラー �5栗 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 508－122：31．7 38．5�
33 ド レ ー ク 牡3鹿 54 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 平取 坂東牧場 470－ 22：32．01	 3．3�
44 ヴァントシルム 牡4鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 須貝 尚介 洞
湖 レイクヴィラファーム 486＋ 62：32．31	 2．3�
78 クレッシェンドラヴ 牡4鹿 57 内田 博幸広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 484－ 42：32．4クビ 5．0�
810 フォーラウェイ 牡5鹿 57 津村 明秀 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 438－ 62：32．5	 12．8	
22 シャリオヴァルト �5鹿 57 蛯名 正義前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 42：32．71� 36．6

811 エストスペリオル 牡3鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 448＋ 2 〃 クビ 7．4�
55 マイネルクラフト 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム B486＋ 22：33．12� 57．2�
11 コスモピクシス 牝5黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム B432－ 22：33．2� 147．7
66 ホクセンジョウオー 牝3黒鹿52 大野 拓弥大野 裕氏 松山 将樹 日高 佐々木 康治 456－ 62：33．73 31．3�
79 シャインブライト 牡5芦 57 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 アタマ 122．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 47，098，700円 複勝： 62，939，300円 枠連： 18，538，700円
馬連： 104，268，500円 馬単： 48，691，900円 ワイド： 60，265，800円
3連複： 135，469，500円 3連単： 206，489，600円 計： 683，762，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，850円 複 勝 � 410円 � 140円 � 130円 枠 連（3－6） 2，930円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 15，440円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，000円 �� 230円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 44，820円

票 数

単勝票数 計 470987 的中 � 9763（8番人気）
複勝票数 計 629393 的中 � 25701（7番人気）� 130750（2番人気）� 150344（1番人気）
枠連票数 計 185387 的中 （3－6） 4897（9番人気）
馬連票数 計1042685 的中 �� 17859（15番人気）
馬単票数 計 486919 的中 �� 2365（39番人気）
ワイド票数 計 602658 的中 �� 12830（15番人気）�� 13790（11番人気）�� 80084（1番人気）
3連複票数 計1354695 的中 ��� 41211（8番人気）
3連単票数 計2064896 的中 ��� 3340（140番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．4―19．2―31．5―43．3―55．1―1：08．3―1：20．4―1：32．9―1：44．9―1：56．6―2：08．1―2：19．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プライムセラー �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．7．5 福島5着

2013．3．10生 �5栗 母 トップセラー 母母 プロモーション 15戦4勝 賞金 49，640，000円

25070 9月22日 曇 稍重 （30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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 アナザートゥルース �4栗 57 大野 拓弥 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 41：50．5 2．6�

713 シ ョ ー ム 牡3栗 54 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 480－ 41：50．71	 2．2�
47 フクサンローズ 牝4鹿 55 田辺 裕信小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 458＋ 41：50．91	 15．4�
35 ブライトリビング 牝5芦 55 北村 宏司 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 61：51．11	 46．0�
611 キングスヴァリュー 牡3栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B490＋ 8 〃 クビ 7．6	
48 マイネルサリューエ 牡3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 秋田牧場 504＋ 41：51．31
 51．9

612 ドゥラリュール �5栗 57 三浦 皇成平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 472－ 21：51．61� 37．9�
24 ドリームリヴァール �8黒鹿57 横山 典弘ライオンレースホース� 池上 昌和 安平 追分ファーム B464＋ 61：52．02
 222．0�
714 スペリオルシチー 牡4鹿 57 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 468－ 21：52．21	 11．4
23 デルマカルヴァドス 牡3鹿 54 武藤 雅浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 484－ 41：52．3クビ 196．4�
815 テ ィ ー コ ア 牡4栗 57 松岡 正海深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 B496－ 8 〃 クビ 197．0�
36 � エンパイアステート �5鹿 57 嘉藤 貴行ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 21：52．5� 66．5�
12 フェンドオフ 牡3芦 54 吉田 隼人杉田 周作氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 488－ 81：53．35 38．0�
510 アスタリスク 牡5鹿 57 戸崎 圭太石川 達絵氏 奥村 武 新ひだか 山際 智 476± 01：53．4� 33．0�
59 フジマサクラウン 牡7鹿 57 田中 勝春藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム B506＋ 21：53．5� 198．3�
816 エリーフェアリー 牝7鹿 55 丹内 祐次谷川 正純氏 武市 康男 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B500＋101：53．81
 591．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 61，550，700円 複勝： 90，816，000円 枠連： 38，805，300円
馬連： 150，404，000円 馬単： 67，570，500円 ワイド： 92，595，700円
3連複： 221，499，300円 3連単： 310，562，800円 計： 1，033，804，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 220円 枠 連（1－7） 220円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 150円 �� 540円 �� 460円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 3，890円

票 数

単勝票数 計 615507 的中 � 182619（2番人気）
複勝票数 計 908160 的中 � 270914（1番人気）� 263253（2番人気）� 59296（5番人気）
枠連票数 計 388053 的中 （1－7） 134843（1番人気）
馬連票数 計1504040 的中 �� 397261（1番人気）
馬単票数 計 675705 的中 �� 83941（2番人気）
ワイド票数 計 925957 的中 �� 220415（1番人気）�� 35036（6番人気）�� 42033（5番人気）
3連複票数 計2214993 的中 ��� 169177（3番人気）
3連単票数 計3105628 的中 ��� 57759（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．6―49．1―1：01．1―1：13．3―1：25．6―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アナザートゥルース �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．3．5 中山1着

2014．3．20生 �4栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 10戦4勝 賞金 66，060，000円
※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） 3頭 カブキモノ号・ハシカミ号・マイネルボルソー号
（非抽選馬） 3頭 アンナペレンナ号・グアン号・スペルマロン号



25071 9月22日 晴 稍重 （30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，29．9．23以降30．9．17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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

612� モズスーパーフレア 牝3栗 52 武 豊 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta
Stables, LLC 472± 01：07．0 3．8�

12 アドマイヤナイト 牝6栗 54 丸山 元気近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 438＋ 41：07．63� 16．4�
611 ナンヨーアミーコ 牡5栗 56 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 432＋ 21：07．7	 6．1�
510 ダイトウキョウ 牡6鹿 55 田辺 裕信市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 464＋ 2 〃 クビ 19．1�
713 アッラサルーテ 牝5栗 54 石橋 脩吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 500＋141：07．8クビ 11．2�
815 カイザーメランジェ 牡3鹿 54 戸崎 圭太友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 454＋ 8 〃 クビ 9．6	
24 フクノグローリア 牝6黒鹿51 木幡 初也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 476＋161：07．9	 176．6

59 レーヴムーン 牡5黒鹿56 藤岡 康太ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 472＋ 21：08．0クビ 8．7�
714 ト シ ザ キ ミ 牝7鹿 51 酒井 学上村 利幸氏 
島 一歩 浦河 浦河小林牧場 494± 01：08．1� 34．5�
48 ワンアフター 牡5栗 55 C．ルメール 薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 460± 0 〃 クビ 3．4
36 ドラゴンストリート 牡7鹿 54 松岡 正海窪田 芳郎氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 478－ 81：08．2� 200．4�
11 � キングクリチャン 牡9栗 52 山田 敬士栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B508－ 81：08．3� 204．1�
35 ブ ロ ワ 牝5黒鹿51 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 480± 0 〃 ハナ 25．7�
47 ペイシャルアス 牝3栗 51 武藤 雅北所 直人氏 坂口 正則 浦河 杵臼斉藤牧場 472－161：08．4� 63．8�
23 � テ ン テ マ リ 牝7黒鹿51 藤田菜七子合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 436－ 8 〃 クビ 130．4�
816 スペチアーレ 牝6鹿 53 柴田 大知青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 508＋ 21：08．5� 82．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 94，925，900円 複勝： 137，403，800円 枠連： 68，246，300円
馬連： 313，560，700円 馬単： 119，853，100円 ワイド： 169，040，700円
3連複： 465，228，100円 3連単： 620，964，700円 計： 1，989，223，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 330円 � 190円 枠 連（1－6） 2，330円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 650円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 6，590円 3 連 単 ��� 29，300円

票 数

単勝票数 計 949259 的中 � 195349（2番人気）
複勝票数 計1374038 的中 � 197819（3番人気）� 90687（7番人気）� 205020（2番人気）
枠連票数 計 682463 的中 （1－6） 22656（10番人気）
馬連票数 計3135607 的中 �� 85676（13番人気）
馬単票数 計1198531 的中 �� 22426（14番人気）
ワイド票数 計1690407 的中 �� 40359（14番人気）�� 69521（3番人気）�� 32221（17番人気）
3連複票数 計4652281 的中 ��� 52881（20番人気）
3連単票数 計6209647 的中 ��� 15360（92番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―10．7―11．1―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．2―44．3―55．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モズスーパーフレア �
�
父 Speightstown �

�
母父 Belong to Me デビュー 2017．8．19 小倉1着

2015．4．1生 牝3栗 母 Christies Treasure 母母 Roses At Sunset 10戦4勝 賞金 58，034，000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 ゲンキチハヤブサ号

25072 9月22日 晴 稍重 （30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

12 ショワドゥロワ 牡4黒鹿57 北村 宏司村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 504－ 22：01．4 35．2�
23 デルマウオッカ 牡3鹿 54 武 豊浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 494－ 42：01．5� 9．1�
35 ストロングレヴィル 牡4黒鹿57 C．ルメール 村木 篤氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 22：01．6	 3．8�
11 ヒシヴィクトリー 牡3黒鹿54 石橋 脩阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 478± 0 〃 クビ 4．0�
713 デクレアラー 牡3栗 54 戸崎 圭太�G1レーシング 
島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 22：01．7	 9．0�
816 エリスライト 牝3鹿 52 蛯名 正義 	キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 446＋202：01．91	 3．2

59 エフティアテナ 牝3黒鹿52 大野 拓弥吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 436＋ 62：02．0クビ 15．3�
47 エイブルボス 牡6黒鹿57 田中 勝春中澤 隆氏 和田 勇介 新ひだか 山際牧場 472± 02：02．32 122．4�
510 マイネルユニブラン 牡4黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 B512＋ 4 〃 同着 16．6
815 セ ル ゲ イ 牡3芦 54

53 ☆武藤 雅窪田 芳郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 478± 02：02．4	 311．0�
24 ディーグランデ 牡4鹿 57

56 ☆木幡 初也嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 468－ 4 〃 クビ 287．4�
612 エスカラード 牡5鹿 57

54 ▲木幡 育也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 62：02．5	 183．1�

611 サトノクロノス 牡4青鹿57 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 田中 博康 日高 シンボリ牧場 B454＋ 82：02．6	 98．2�
714 パラノーマル 牝5栗 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 456－ 22：02．7� 198．3�
36 ヘヴンアースマン 牡3青鹿 54

53 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 日高 千葉飯田牧場 B490－ 22：03．01� 254．4�
48 ジ ャ ッ キ ー 牡4栗 57 津村 明秀小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 490＋ 42：03．21� 54．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 83，280，300円 複勝： 102，280，500円 枠連： 41，610，000円
馬連： 160，234，100円 馬単： 74，880，100円 ワイド： 112，118，400円
3連複： 237，024，100円 3連単： 324，814，100円 計： 1，136，241，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，520円 複 勝 � 530円 � 270円 � 180円 枠 連（1－2） 1，480円

馬 連 �� 11，400円 馬 単 �� 33，720円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 1，510円 �� 640円

3 連 複 ��� 10，740円 3 連 単 ��� 138，760円

票 数

単勝票数 計 832803 的中 � 18893（8番人気）
複勝票数 計1022805 的中 � 41119（8番人気）� 96662（4番人気）� 182546（3番人気）
枠連票数 計 416100 的中 （1－2） 21751（6番人気）
馬連票数 計1602341 的中 �� 10885（28番人気）
馬単票数 計 748801 的中 �� 1665（67番人気）
ワイド票数 計1121184 的中 �� 10713（27番人気）�� 18811（18番人気）�� 47491（6番人気）
3連複票数 計2370241 的中 ��� 16547（36番人気）
3連単票数 計3248141 的中 ��� 1697（373番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―36．7―49．0―1：02．2―1：14．6―1：26．7―1：38．2―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．7
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショワドゥロワ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．6．19 東京6着

2014．3．30生 牡4黒鹿 母 グッドチョイス 母母 ワインアンドローズ 22戦2勝 賞金 28，369，000円



（30中山4）第6日 9月22日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 176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
7，780，000円
18，220，000円
1，650，000円
23，470，000円
73，272，000円
5，158，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
545，887，400円
840，634，400円
294，032，900円
1，202，897，000円
571，608，800円
769，342，300円
1，726，432，800円
2，424，105，500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
計 8，374，941，100円

総入場人員 16，682名 （有料入場人員 14，783名）
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