
25073 9月23日 晴 稍重 （30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

47 ペイシャリルキス 牡2鹿 54
51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 様似 清水スタッド 456＋ 41：11．4 4．4�

24 ハンサムリー 牡2鹿 54 三浦 皇成ニットー商事� 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 458± 01：11．61� 1．5�
714 バームクーヘン 牝2鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 土田 稔 浦河 ミルファーム 474＋101：13．4大差 31．5�
612 シゲルエメラルド 牡2黒鹿54 丸山 元気森中 蕃氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 504＋ 81：13．5� 8．7�
59 ベルウッドヒビキ 牡2鹿 54 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 新ひだか 山口 忠彦 460＋ 2 〃 アタマ 182．8	
23 タマモキャペリン 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 440＋ 21：13．81� 112．0

815 ウインゴライアス 牡2黒鹿54 石川裕紀人�ウイン 大和田 成 新ひだか 元道牧場 522＋121：14．01� 10．3�
36 センノマラカス 牡2芦 54 武士沢友治浅野 正敏氏 南田美知雄 新ひだか 神垣 道弘 452＋101：14．21� 324．1�
510 ジュラブスカイト 牡2栗 54 江田 照男髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 474＋ 2 〃 クビ 100．5
816 ドストエフスキー 牡2鹿 54

52 △菊沢 一樹三岡 陽氏 小桧山 悟 青森 青南ムラカミ
ファーム 438－ 21：14．51� 182．0�

713 パーティーアニマル 牡2鹿 54 丸田 恭介田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 434＋10 〃 クビ 225．0�
48 リベルリバティ 牡2鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 504－ 21：14．6� 227．5�
12 アースエアブリーズ 牝2鹿 54 勝浦 正樹松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 458－ 2 〃 アタマ 35．3�
11 エクセルブランコ 牡2鹿 54

53 ☆武藤 雅谷川 正純氏 武藤 善則 平取 坂東牧場 442－ 61：14．7クビ 190．2�
35 ムーランノワール 牡2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也村上 卓史氏 小桧山 悟 新ひだか 野表 篤夫 452± 01：14．91� 131．7�
611 ダイチヴィーゼ 牡2青鹿 54

52 △横山 武史 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 460± 0 〃 クビ 39．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，982，400円 複勝： 86，161，800円 枠連： 15，312，200円
馬連： 56，039，200円 馬単： 37，797，700円 ワイド： 43，988，200円
3連複： 87，952，400円 3連単： 147，851，700円 計： 510，085，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 120円 � 110円 � 310円 枠 連（2－4） 280円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 160円 �� 870円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 6，220円

票 数

単勝票数 計 349824 的中 � 65252（2番人気）
複勝票数 計 861618 的中 � 93262（2番人気）� 597300（1番人気）� 17729（5番人気）
枠連票数 計 153122 的中 （2－4） 41794（1番人気）
馬連票数 計 560392 的中 �� 147756（1番人気）
馬単票数 計 377977 的中 �� 36030（2番人気）
ワイド票数 計 439882 的中 �� 90939（1番人気）�� 10514（10番人気）�� 14892（6番人気）
3連複票数 計 879524 的中 ��� 49778（3番人気）
3連単票数 計1478517 的中 ��� 17226（13番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．5―11．8―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．5―46．3―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャリルキス �
�
父 トランセンド �

�
母父 Spinning World デビュー 2018．7．1 函館6着

2016．5．13生 牡2鹿 母 ゲイリークィンビー 母母 A Little Kiss 4戦1勝 賞金 6，500，000円
〔制裁〕 ジュラブスカイト号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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 スパーダネーラ号

25074 9月23日 晴 良 （30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

713 ユ ナ カ イ ト 牝2栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：35．4 1．5�
611 シセイタイガ 牡2青鹿54 江田 照男猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム 432－ 81：35．61� 7．7�
815 フィーユブランシェ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 61：35．81� 176．8�

47 ツクバボニート 牝2栗 54 丸田 恭介細谷 武史氏 和田 雄二 新ひだか 坂本 健一 428＋ 41：36．01� 431．9�
714 コスモアイトーン 牡2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 21：36．1� 37．0	
59 キ ン ジ ト ー 牡2栗 54 内田 博幸山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 500＋121：36．2� 6．8

510 トーセンアトランタ 牡2鹿 54 大野 拓弥島川 �哉氏 小野 次郎 浦河 大島牧場 460－ 21：36．3� 9．1�
36 ウインメテオーラ 牡2栗 54 原田 和真�ウイン 金成 貴史 新ひだか 原 弘之 442± 01：36．51� 82．7
23 ハードエイム 牡2栗 54

51 ▲山田 敬士新井 衛氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 440－ 2 〃 クビ 19．2�
11 コスモミローディア 牡2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 道見牧場 460＋ 81：36．71� 134．9�
12 シゲルネコライト 牝2栗 54 武士沢友治森中 蕃氏 石栗 龍彦 新冠 大林ファーム 400－ 21：36．8� 572．3�
48 マイネルハイボーン 牡2鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 2 〃 アタマ 359．9�
35 ツクバソヴァール 牡2黒鹿54 武 豊細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 470＋10 〃 クビ 17．2�
24 タトゥーアリ 牡2鹿 54

52 △菊沢 一樹 �アフロin El Paso 小桧山 悟 新ひだか 稲葉牧場 532－ 81：37．01 566．7�
816 テイエムアカリオー 牡2鹿 54 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 高柳 隆男 490－ 41：37．63� 470．5�
612 ススメヨンマル 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子芳賀 克也氏 中野 栄治 浦河 岡本 昌市 414－ 61：38．13 187．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，009，300円 複勝： 100，177，400円 枠連： 15，912，100円
馬連： 66，728，900円 馬単： 41，815，600円 ワイド： 51，814，900円
3連複： 102，974，900円 3連単： 161，102，100円 計： 587，535，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 1，420円 枠 連（6－7） 480円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 230円 �� 2，260円 �� 5，070円

3 連 複 ��� 11，160円 3 連 単 ��� 25，820円

票 数

単勝票数 計 470093 的中 � 245971（1番人気）
複勝票数 計1001774 的中 � 601068（1番人気）� 92104（2番人気）� 5996（10番人気）
枠連票数 計 159121 的中 （6－7） 25514（2番人気）
馬連票数 計 667289 的中 �� 95732（1番人気）
馬単票数 計 418156 的中 �� 48353（1番人気）
ワイド票数 計 518149 的中 �� 70065（1番人気）�� 5198（23番人気）�� 2277（30番人気）
3連複票数 計1029749 的中 ��� 6919（27番人気）
3連単票数 計1611021 的中 ��� 4522（75番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

ユ ナ カ イ ト �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．8．5 新潟2着

2016．3．13生 牝2栗 母 フサイチパンドラ 母母 ロッタレース 2戦1勝 賞金 7，800，000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 ダズリングビーチ号

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７日



25075 9月23日 晴 稍重 （30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

24 サクラメント 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 平野牧場 496－ 41：55．5 295．4�

36 イディナローク 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 千津氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 クビ 6．1�
714 バトルフガクオウ 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 西村 和夫 464－ 81：55．6� 8．0�
23 ロイヤルアフェア 牡3栗 56 吉田 隼人 �シルクレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B488－ 21：55．7� 24．5�
713 アンバーマイル 牡3青鹿56 C．ルメールゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524－ 81：56．01� 2．5	
815 ア ル ジ �3鹿 56 田辺 裕信増田 和啓氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B482－ 41：56．53 36．6

12 スーパースナッズ 牝3栗 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 472＋ 61：56．6クビ 139．9�
612 キッズジョリー 牡3栗 56 内田 博幸瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 492－101：56．7� 16．9
48 ジェネラルシップ 牡3黒鹿56 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新冠 松浦牧場 450＋ 41：56．9� 5．1�
611 ワンダースラガン 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 巧也山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 高昭牧場 504± 0 〃 クビ 55．6�
510 アンダンテバイオ 牝3黒鹿54 石川裕紀人バイオ� 奥平 雅士 平取 清水牧場 454＋ 21：57．0クビ 13．5�
47 ボウルオブチェリー 牡3鹿 56 丸山 元気 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム B440＋ 81：57．1� 38．1�
816 サンマルアナザー 牡3鹿 56 津村 明秀相馬 勇氏 和田 勇介 日高 田端牧場 480＋ 21：57．31 14．3�
35 オレンジヒロイン 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士伊藤 正徳氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 430＋ 41：57．83 388．1�
11 アイワナシーユー 牝3鹿 54

52 △藤田菜七子 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 402－ 22：00．6大差 27．9�
59 ロジフレンチ 牡3鹿 56 池添 謙一久米田正明氏 国枝 栄 新冠 飛渡牧場 B508± 02：03．1大差 141．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，178，600円 複勝： 60，724，400円 枠連： 19，027，100円
馬連： 78，505，900円 馬単： 36，817，200円 ワイド： 54，944，300円
3連複： 114，454，600円 3連単： 139，321，300円 計： 543，973，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 29，540円 複 勝 � 6，150円 � 210円 � 230円 枠 連（2－3） 6，250円

馬 連 �� 91，080円 馬 単 �� 230，100円

ワ イ ド �� 20，230円 �� 32，730円 �� 760円

3 連 複 ��� 182，250円 3 連 単 ��� 2，970，820円

票 数

単勝票数 計 401786 的中 � 1088（15番人気）
複勝票数 計 607244 的中 � 1947（15番人気）� 85125（3番人気）� 76262（4番人気）
枠連票数 計 190271 的中 （2－3） 2359（20番人気）
馬連票数 計 785059 的中 �� 668（85番人気）
馬単票数 計 368172 的中 �� 120（181番人気）
ワイド票数 計 549443 的中 �� 677（88番人気）�� 418（97番人気）�� 19967（5番人気）
3連複票数 計1144546 的中 ��� 471（249番人気）
3連単票数 計1393213 的中 ��� 34（2105番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．9―13．8―12．2―12．1―12．9―13．4―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．1―50．9―1：03．1―1：15．2―1：28．1―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―3F40．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

サクラメント �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．10．8 東京13着

2015．3．8生 牝3黒鹿 母 スペシャルウーマン 母母 タイキミステリー 4戦1勝 賞金 5，000，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイワナシーユー号・ロジフレンチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月
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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 コンテント号・サトノオーサム号・サニツ号・ドロップゴール号・レヴァンテ号

25076 9月23日 晴 稍重 （30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

23 ア ポ ロ ビ ビ 牡2栗 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 468 ―1：12．2 27．7�
816 トミケンルーア �2鹿 54 丸山 元気冨樫 賢二氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 454 ―1：12．62� 43．4�
714 サニークラウド 牡2鹿 54 石橋 脩髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 486 ―1：13．13 5．9�
35 ス ズ ノ ウ メ 牝2鹿 54 三浦 皇成小紫惠美子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 470 ― 〃 クビ 32．3�
713 カ ル ミ ッ チ 牝2青鹿 54

51 ▲木幡 育也平本 敏夫氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 476 ―1：13．73� 165．1�
24 ユメノハジマリ 牝2栗 54 江田 照男 �YGGホースクラブ 矢野 英一 日高 下河辺牧場 448 ―1：13．8� 3．4	
47 タイムアクシス 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 対馬 正 456 ―1：14．33 67．4

59 スマートマウアー 牡2鹿 54 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 静内山田牧場 510 ―1：14．4クビ 3．0�
11 ロ ジ ェ ー ル 牝2黒鹿54 津村 明秀栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 466 ―1：14．82� 56．7�
36 ヤマイチダンディ 牡2鹿 54 池添 謙一坂本 肇氏 武 英智 むかわ 市川牧場 482 ― 〃 クビ 5．2
48 マ ッ シ ロ 牝2芦 54 内田 博幸佐久間拓士氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 410 ―1：14．9クビ 62．3�
815 ド ラ マ 牡2栗 54 柴田 大知馬目 卓氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 466 ―1：15．43 96．2�
510 ウラギリモノ 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子内田 玄祥氏 根本 康広 新ひだか 佐竹 学 394 ―1：16．25 49．6�
12 ミスラコニック 牝2青鹿 54

52 △横山 武史西本 資史氏 石毛 善彦 むかわ 宇南山牧場 404 ―1：17．79 210．1�
611 ツェービガニリニ 牡2鹿 54 田辺 裕信�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム 500 ―1：19．7大差 36．6�
612 ス ズ チ ャ ン 牝2黒鹿54 岩部 純二坂田 行夫氏 伊藤 正徳 日高 メイプルファーム 446 ―1：20．23 269．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，542，900円 複勝： 44，424，300円 枠連： 16，705，600円
馬連： 62，642，200円 馬単： 32，076，100円 ワイド： 42，417，900円
3連複： 82，014，300円 3連単： 110，914，600円 計： 432，737，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，770円 複 勝 � 490円 � 750円 � 220円 枠 連（2－8） 2，760円

馬 連 �� 23，380円 馬 単 �� 49，600円

ワ イ ド �� 5，460円 �� 1，520円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 32，840円 3 連 単 ��� 284，140円

票 数

単勝票数 計 415429 的中 � 12689（5番人気）
複勝票数 計 444243 的中 � 22242（5番人気）� 13564（8番人気）� 62682（4番人気）
枠連票数 計 167056 的中 （2－8） 4674（9番人気）
馬連票数 計 626422 的中 �� 2076（45番人気）
馬単票数 計 320761 的中 �� 485（85番人気）
ワイド票数 計 424179 的中 �� 1961（44番人気）�� 7289（13番人気）�� 6041（17番人気）
3連複票数 計 820143 的中 ��� 1873（81番人気）
3連単票数 計1109146 的中 ��� 283（584番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―12．5―12．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―46．7―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F38．0
3 ・（1，2，5）（9，14）－（4，7，6）10（3，8）－16－13，15－12＝11 4 ・（1，5，14）2，9（4，3）7－（8，6）（16，10）－13－15＝12＝11

勝馬の
紹 介

ア ポ ロ ビ ビ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2016．3．30生 牡2栗 母 ウインドクラスト 母母 ウィンドサイレンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスラコニック号・ツェービガニリニ号・スズチャン号は，「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） 3頭 グッバイガール号・ストレートパンチ号・スミレヴィオレッタ号



25077 9月23日 晴 良 （30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

33 ウレキサイト 牡2芦 54 北村 友一 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488 ―2：03．7 5．9�
57 ポルトラーノ 牡2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 474 ―2：03．91� 1．8�
712 フィデリオグリーン 牡2鹿 54

52 △藤田菜七子斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 482 ―2：04．22 95．7�
22 イ サ ク 牡2青鹿54 津村 明秀ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466 ― 〃 アタマ 18．9�
46 グレイジャックマン 牡2芦 54 北村 宏司千明牧場 尾関 知人 新ひだか 藤沢牧場 482 ― 〃 クビ 9．3�
34 マックスアン 牡2栗 54 田辺 裕信 TURFレーシング 大和田 成 新冠 村上 欽哉 458 ―2：04．51� 57．3	
58 ヤギリオーディン 牡2黒鹿54 丸山 元気内田ヤエ子氏 小西 一男 新冠 有限会社 大

作ステーブル 498 ― 〃 クビ 173．6

814 ペルソナデザイン 牡2鹿 54 藤岡 佑介�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 474 ―2：05．13� 8．9�
813 ナ ム ラ モ ア 牝2鹿 54 池添 謙一奈村 睦弘氏 浜田多実雄 新冠 武田 寛治 476 ―2：05．2	 24．1
711 ス テ リ ー ナ 牝2黒鹿54 石橋 脩 �シルクレーシング 大和田 成 安平 ノーザンファーム 440 ―2：05．41� 55．0�
45 モンサンスペラーレ 牡2鹿 54

53 ☆木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 450 ―2：05．82� 146．6�
69 クイックステップ 牝2青鹿54 大野 拓弥�ラ・メール 高木 登 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 488 ―2：06．01� 31．4�
11 マイネルゾンターク 牡2栃栗54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 村上 進治 470 ―2：06．42� 102．9�
610 パ シ ー ジ ョ 牡2鹿 54 武 豊前田 幸治氏 田中 博康 新ひだか 築紫 洋 450 ―2：06．5クビ 15．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，254，400円 複勝： 55，965，300円 枠連： 18，249，400円
馬連： 69，751，400円 馬単： 38，295，200円 ワイド： 48，714，600円
3連複： 94，019，700円 3連単： 136，604，300円 計： 514，854，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 150円 � 120円 � 1，330円 枠 連（3－5） 520円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 290円 �� 8，330円 �� 4，430円

3 連 複 ��� 20，840円 3 連 単 ��� 93，870円

票 数

単勝票数 計 532544 的中 � 75803（2番人気）
複勝票数 計 559653 的中 � 96991（2番人気）� 170846（1番人気）� 6075（11番人気）
枠連票数 計 182494 的中 （3－5） 27091（2番人気）
馬連票数 計 697514 的中 �� 93903（1番人気）
馬単票数 計 382952 的中 �� 18067（4番人気）
ワイド票数 計 487146 的中 �� 50645（1番人気）�� 1354（59番人気）�� 2562（41番人気）
3連複票数 計 940197 的中 ��� 3383（62番人気）
3連単票数 計1366043 的中 ��� 1055（270番人気）

ハロンタイム 13．1―10．9―13．8―12．5―13．2―12．7―12．6―12．0―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．0―37．8―50．3―1：03．5―1：16．2―1：28．8―1：40．8―1：52．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウレキサイト �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2016．5．5生 牡2芦 母 ラフィントレイル 母母 ファビラスラフイン 1戦1勝 賞金 7，000，000円

25078 9月23日 晴 稍重 （30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

611 ショーカノン 牝4鹿 55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム 504＋ 61：53．7 5．2�
612 ポルカシュネル 牝3鹿 52

50 △藤田菜七子 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 474＋ 8 〃 クビ 3．5�
35 ロマンスガッサン 牝3黒鹿 52

50 △横山 武史西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 八木 明広 B482＋ 21：54．44 12．9�
11 カ グ ヤ ヒ メ 牝3栗 52 武士沢友治山本 武司氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 476± 01：54．82� 2．5�
59 ピンキージョーンズ 牝4栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 6 〃 ハナ 11．5�
815 ハートオブスワロー 牝4黒鹿55 勝浦 正樹�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 436＋ 41：54．9� 28．1	
510 ラインアストリア 牝3鹿 52

51 ☆武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 ハナ 13．1

36 ピサノベルベット 牝4鹿 55 横山 和生市川義美ホール

ディングス� 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 460＋221：55．21� 66．0�
24 ア ル チ ス タ 牝3青鹿 52

50 △菊沢 一樹�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 412－ 21：55．3� 183．8
714� マーズアタック 牝5栗 55 菅原 隆一島川 �哉氏 柴田 政人 浦河 バンブー牧場 470－ 21：56．04 133．7�
816 ジョリルミエール 牝3鹿 52

49 ▲山田 敬士後藤 英成氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 414＋ 41：56．32 51．9�
12 デルマサンブッカ 牝3黒鹿 52

49 ▲木幡 育也浅沼 廣幸氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 412－ 21：56．61� 125．4�
48 レーヌルネサンス 牝3栗 52 吉田 隼人 �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 402＋ 21：58．19 51．8�
23 サ リ エ ッ ト 牝3黒鹿 52

51 ☆木幡 初也村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B422－ 41：59．05 198．5�
47 ジョリーリュバン 牝3栗 52 丸山 元気 �グリーンファーム武市 康男 千歳 社台ファーム 466± 0 〃 ハナ 49．5�
713 グローリアスダイナ 牝3鹿 52

51 ☆木幡 巧也日下部勝德氏 小野 次郎 新ひだか 木田 晶範 478－ 22：01．8大差 264．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，047，000円 複勝： 49，405，800円 枠連： 24，579，700円
馬連： 84，374，700円 馬単： 40，358，300円 ワイド： 57，542，700円
3連複： 124，475，900円 3連単： 160，170，900円 計： 578，955，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 150円 � 260円 枠 連（6－6） 800円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 370円 �� 970円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 13，320円

票 数

単勝票数 計 380470 的中 � 58456（3番人気）
複勝票数 計 494058 的中 � 78837（3番人気）� 94157（2番人気）� 41028（6番人気）
枠連票数 計 245797 的中 （6－6） 23585（3番人気）
馬連票数 計 843747 的中 �� 88687（3番人気）
馬単票数 計 403583 的中 �� 18072（6番人気）
ワイド票数 計 575427 的中 �� 43894（3番人気）�� 14323（13番人気）�� 19678（7番人気）
3連複票数 計1244759 的中 ��� 33527（8番人気）
3連単票数 計1601709 的中 ��� 8712（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．9―49．8―1：02．2―1：14．7―1：27．4―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショーカノン �
�
父 ブレイクランアウト �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2016．11．19 東京8着

2014．5．19生 牝4鹿 母 ア ン ペ ア 母母 フリーフォーギブン 18戦2勝 賞金 18，800，000円
〔その他〕 サリエット号は，競走中に疾病〔肺充血〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョリーリュバン号・グローリアスダイナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

10月23日まで平地競走に出走できない。
※ジョリーリュバン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



25079 9月23日 晴 良 （30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

612 メイラヴェル 牝3鹿 53 津村 明秀千明牧場 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：08．4 7．4�
714 ワイナルダム 牡4青鹿57 松岡 正海 �コスモヴューファーム 水野 貴広 青森 大前 典男 468＋ 81：08．5� 4．6�
815 マイティーワークス 牝3青鹿53 柴田 大知中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 462＋ 6 〃 ハナ 22．9�
611 プラトリーナ 牝5鹿 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 424＋10 〃 クビ 44．4�
713	 ブラウンローズ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 B478－ 41：08．6クビ 10．8�
48 グッドジュエリー 牝3芦 53 武 豊長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 454－ 4 〃 クビ 7．0	
59 シンボリティアラ 牝3芦 53 北村 友一シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 460＋ 41：08．7
 11．8

12 サクラベルカント 牡6鹿 57 黛 弘人�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 536＋ 81：08．8� 136．5�
24 ゴールデンテソーロ 牝3栗 53 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 日高 株式会社カ
ネツ牧場 462± 0 〃 クビ 109．9

510 フィルハーモニー 牝3黒鹿53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 504± 0 〃 ハナ 259．1�

47 ア プ ト 牝4黒鹿55 大野 拓弥ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B440－ 6 〃 ハナ 23．3�

35 � セイウンアカマイ 牝3栗 53 三浦 皇成西山 茂行氏 上原 博之 米
Pollock Farms, T &
C Kentucky Inc &
Arthur Maberry

442－ 41：08．9� 12．6�
36 シャインサンデー 牝4栗 55 C．ルメール 森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 422－ 21：09．21
 3．6�
23 イランカラプテ 牝3栗 53

51 △横山 武史�ミルファーム 小野 次郎 日高 坂東ファーム 430＋ 21：09．41 155．0�
11 レジェンドソウル 牡3黒鹿55 石橋 脩落合 幸弘氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 456＋ 2 〃 クビ 10．9�
816 マルブツインパルス 牡3栗 55

52 ▲木幡 育也大澤 利久氏 杉浦 宏昭 浦河 岡本牧場 412＋ 21：09．61� 426．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，802，500円 複勝： 74，659，600円 枠連： 29，077，500円
馬連： 107，685，200円 馬単： 44，608，000円 ワイド： 73，261，600円
3連複： 152，912，700円 3連単： 181，325，800円 計： 715，332，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 210円 � 170円 � 490円 枠 連（6－7） 950円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，930円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 6，760円 3 連 単 ��� 31，640円

票 数

単勝票数 計 518025 的中 � 55936（4番人気）
複勝票数 計 746596 的中 � 98084（3番人気）� 138121（1番人気）� 30737（9番人気）
枠連票数 計 290775 的中 （6－7） 23570（4番人気）
馬連票数 計1076852 的中 �� 57740（2番人気）
馬単票数 計 446080 的中 �� 9937（8番人気）
ワイド票数 計 732616 的中 �� 38737（2番人気）�� 9328（28番人気）�� 13654（17番人気）
3連複票数 計1529127 的中 ��� 16965（19番人気）
3連単票数 計1813258 的中 ��� 4154（76番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．2―11．6―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．6―45．2―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．8
3 4，5（1，9）6（7，13）11（3，14）（10，12）（2，16）（15，8） 4 ・（4，5）（1，6，9）（7，13）（11，14）（3，10，12）（15，2，16）8
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 デビュー 2017．10．1 中山1着

2015．3．26生 牝3鹿 母 ミリオンウィッシーズ 母母 Moonlight’s Box 5戦2勝 賞金 20，300，000円
〔発走状況〕 イランカラプテ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 シャインサンデー号の騎手C．ルメールは，3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・14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。
（非抽選馬） 3頭 カトルラポール号・シュンクルーズ号・スノーマン号

25080 9月23日 晴 稍重 （30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

815 カフェアトラス 牡3鹿 54 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 502－101：53．3 2．9�
713 カ ガ ス タ ー 牡3鹿 54

51 ▲山田 敬士香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 442± 01：53．93� 15．0�
610	 ランニングウインド 牡4鹿 57 吉田 隼人島川 �哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 486＋14 〃 クビ 14．5�
47 	 チェリートリトン 牡4芦 57 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 498＋261：54．21
 36．2�
46 ビップデヴィット 牡3栗 54 大野 拓弥鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 468－ 8 〃 ハナ 39．5�
23 マイネルレンカ 牡4黒鹿57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 458＋ 81：54．3クビ 6．4

59 サイモンジルバ 牝3鹿 52 丸山 元気澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 450＋ 81：54．51� 9．7�
58 シャムロック 牡4栗 57 石橋 脩諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 502－ 21：54．81
 2．5�
11 サーストンウィナー �4黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也齊藤 宣勝氏 石毛 善彦 浦河 高岸 順一 B474＋101：55．01� 215．5
814 ロードソリスト 牡4鹿 57 三浦 皇成 	ロードホースクラブ 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム 448＋ 81：55．42� 29．3�
34 	 ネバービーンベター 牝4青鹿55 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 454＋ 6 〃 クビ 260．9�
35 トミケンセーグラ 牡3栗 54

53 ☆武藤 雅冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 フクオカファーム 450＋ 81：57．4大差 306．5�
22 	 ケイツーマルク 牡4鹿 57 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 柴田 政人 厚真 阿部 栄乃進 494＋ 21：57．72 384．4�
712 ボ ン テ ン 牡3鹿 54

51 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 荻伏三好フ
アーム 442＋ 41：58．01� 87．9�

611	 グッドフェローズ 牡4栗 57 石川裕紀人石川 眞実氏 本間 忍 新ひだか 千代田牧場 502－ 6 （競走中止） 50．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 40，315，300円 複勝： 53，078，800円 枠連： 25，284，000円
馬連： 98，403，000円 馬単： 45，435，000円 ワイド： 60，239，300円
3連複： 132，851，800円 3連単： 177，768，300円 計： 633，375，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 280円 � 380円 枠 連（7－8） 1，350円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 530円 �� 540円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 18，260円

票 数

単勝票数 計 403153 的中 � 107774（2番人気）
複勝票数 計 530788 的中 � 123176（2番人気）� 42748（5番人気）� 29516（6番人気）
枠連票数 計 252840 的中 （7－8） 14513（7番人気）
馬連票数 計 984030 的中 �� 50519（6番人気）
馬単票数 計 454350 的中 �� 15201（8番人気）
ワイド票数 計 602393 的中 �� 30126（5番人気）�� 29564（6番人気）�� 6539（22番人気）
3連複票数 計1328518 的中 ��� 19530（17番人気）
3連単票数 計1777683 的中 ��� 7055（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．5―50．4―1：03．1―1：15．4―1：27．7―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カフェアトラス �
�
父 カフェオリンポス �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．12．17 中山4着

2015．3．10生 牡3鹿 母 カフェローレル 母母 ローレルウィッチ 8戦2勝 賞金 20，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 グッドフェローズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 グッドフェローズ号は，発走合図後に発馬機内で立上り，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 グッドフェローズ号の騎手石川裕紀人は，発馬機内での御法（馬が立ち上がった際，発馬機の一部をつかみバランスを崩

して落馬した）について過怠金10，000円。
〔調教再審査〕 グッドフェローズ号は，発走調教再審査。
※出走取消馬 ヴィーヴァマーレ号（疾病〔感冒〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロンサール号



25081 9月23日 晴 良 （30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，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：59．8

良
良

88 ミッキーブラック 牡2鹿 54 C．ルメール 野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470± 02：01．3 1．9�
77 ボ ス ジ ラ 牡2芦 54 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486＋102：01．4	 6．4�
33 カイザースクルーン 牡2芦 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 6 〃 ハナ 9．6�
44 ル タ ン ブ ル 牝2黒鹿54 吉田 隼人杉浦 和也氏 寺島 良 日高 竹島 幸治 446＋ 62：01．72 9．6�
66 テイエムバリバリ 牡2黒鹿54 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 村上 雅規 450＋ 42：02．01	 116．1	
55 マイネルエキサイト 牡2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新ひだか 坂本 春雄 466＋ 2 〃 クビ 25．3

11 セイウンオフロード 牡2鹿 54 津村 明秀西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 大西ファーム 466＋ 82：02．63
 19．7�
22 � ジャスパージャック 牡2鹿 54 武 豊加藤 和夫氏 森 秀行 米 Camas

Park Stud 518－ 42：04．210 4．9�
（8頭）

売 得 金
単勝： 73，279，900円 複勝： 67，822，400円 枠連： 発売なし
馬連： 115，526，900円 馬単： 61，927，100円 ワイド： 54，895，600円
3連複： 109，413，900円 3連単： 264，108，900円 計： 746，974，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 200円 �� 340円 �� 440円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 3，110円

票 数

単勝票数 計 732799 的中 � 323818（1番人気）
複勝票数 計 678224 的中 � 309466（1番人気）� 82198（3番人気）� 66271（4番人気）
馬連票数 計1155269 的中 �� 183625（2番人気）
馬単票数 計 619271 的中 �� 63771（2番人気）
ワイド票数 計 548956 的中 �� 83113（1番人気）�� 39158（4番人気）�� 28360（6番人気）
3連複票数 計1094139 的中 ��� 84327（3番人気）
3連単票数 計2641089 的中 ��� 61392（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．4―48．5―1：01．4―1：13．8―1：25．9―1：37．8―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーブラック 
�
父 ブラックタイド 

�
母父 Lizard Island デビュー 2018．7．1 福島1着

2016．3．18生 牡2鹿 母 マラコスタムブラダ 母母 Mapul Wells 2戦2勝 賞金 23，168，000円

25082 9月23日 晴 良 （30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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

44 シャルルマーニュ 牡3鹿 55 大野 拓弥 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 492＋161：33．1 11．3�

22 イレイション 牡6栗 57 藤岡 佑介ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504＋ 61：33．52� 9．3�

68 ダイアトニック 牡3鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 480＋ 8 〃 クビ 2．6�
33 エメラルスター 牡4黒鹿57 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 450－ 21：33．6クビ 20．8�
710 デ ィ ロ ス 牡3鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 514＋101：33．7	 4．0	
67 マサノヒロイン 牝5鹿 55 田辺 裕信中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 484－12 〃 クビ 6．5

812 シ ャ ラ ラ 牝5鹿 55 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス� 上原 博之 浦河 中島牧場 488－ 21：33．8クビ 33．4�
79 ヨシノザクラ 牝5芦 55 三浦 皇成前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 61：33．9� 13．0�
811 エクラミレネール 牝5芦 55 北村 宏司岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 462± 01：34．11� 87．3
55 ベストリゾート 牡4鹿 57 武 豊保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482＋ 6 〃 ハナ 11．4�
56 ユメノマイホーム 牝6栗 55 江田 照男�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 468－ 2 〃 クビ 124．7�
11 シーズララバイ 牝4栗 55 松岡 正海吉田 千津氏 竹内 正洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 21：34．2クビ 65．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 63，289，700円 複勝： 84，559，700円 枠連： 35，752，200円
馬連： 173，729，900円 馬単： 76，330，600円 ワイド： 95，302，700円
3連複： 229，264，500円 3連単： 350，210，300円 計： 1，108，439，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 290円 � 210円 � 140円 枠 連（2－4） 4，670円

馬 連 �� 4，690円 馬 単 �� 8，810円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 570円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 31，660円

票 数

単勝票数 計 632897 的中 � 44781（5番人気）
複勝票数 計 845597 的中 � 59959（6番人気）� 92186（4番人気）� 212130（1番人気）
枠連票数 計 357522 的中 （2－4） 5924（15番人気）
馬連票数 計1737299 的中 �� 28682（19番人気）
馬単票数 計 763306 的中 �� 6498（35番人気）
ワイド票数 計 953027 的中 �� 20292（17番人気）�� 43067（4番人気）�� 59518（3番人気）
3連複票数 計2292645 的中 ��� 57804（9番人気）
3連単票数 計3502103 的中 ��� 8018（113番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．6―11．7―11．7―11．3―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―35．7―47．4―59．1―1：10．4―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

シャルルマーニュ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．7．1 中京3着

2015．3．31生 牡3鹿 母 エイブルアロー 母母 カネヤマシカダ 11戦3勝 賞金 46，356，000円

１レース目 ３レース目



25083 9月23日 晴 良 （30中山4）第7日 第11競走 ��
��2，200�第64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，29．9．23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，29．9．22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 854，000円 244，000円 122，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

67 レ イ デ オ ロ 牡4鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 484 2：11．2 2．0�
11 ア ル ア イ ン 牡4鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 518＋ 2 〃 クビ 5．0�
22 ダンビュライト 牡4黒鹿57 武 豊 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482＋ 22：11．73 3．8�
811 エアアンセム 牡7黒鹿56 田辺 裕信 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 496－ 42：11．8クビ 17．0�
56 � ショウナンバッハ 牡7鹿 56 三浦 皇成国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 B450－ 2 〃 アタマ 108．7	
710 ブラックバゴ 牡6黒鹿56 池添 謙一 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 520－142：11．9	 27．5

33 ガ ン コ 牡5青鹿57 藤岡 佑介杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 504± 02：12．0
 9．7�
55 ブライトバローズ 牡6鹿 56 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498－ 62：12．21� 308．4�
812 マイネルフロスト 牡7芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 B492－ 42：12．73 309．6
79 ミライヘノツバサ 牡5芦 56 北村 宏司三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 490－102：13．33	 39．6�
68 ゴールドアクター 牡7青鹿57 吉田 隼人居城 寿与氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 488＋16 〃 クビ 18．1�
44 マイネルミラノ 牡8栗 56 丹内 祐次 �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 B490＋ 22：13．72 130．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 238，634，300円 複勝： 243，546，700円 枠連： 90，287，500円 馬連： 641，863，000円 馬単： 325，089，800円
ワイド： 327，791，100円 3連複： 973，112，600円 3連単： 2，027，361，900円 5重勝： 623，236，400円 計： 5，490，923，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（1－6） 490円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 200円 �� 180円 �� 290円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 1，640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����� 56，590円

票 数

単勝票数 計2386343 的中 � 935422（1番人気）
複勝票数 計2435467 的中 � 860443（1番人気）� 347708（3番人気）� 421450（2番人気）
枠連票数 計 902875 的中 （1－6） 140659（2番人気）
馬連票数 計6418630 的中 �� 1004361（2番人気）
馬単票数 計3250898 的中 �� 352936（2番人気）
ワイド票数 計3277911 的中 �� 423983（2番人気）�� 506162（1番人気）�� 247982（3番人気）
3連複票数 計9731126 的中 ���1460329（1番人気）
3連単票数 計20273619 的中 ��� 892506（2番人気）
5重勝票数 計6232364 的中 ����� 7708

ハロンタイム 12．6―10．6―12．7―12．3―12．3―11．7―11．8―11．9―11．8―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．2―35．9―48．2―1：00．5―1：12．2―1：24．0―1：35．9―1：47．7―1：59．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レ イ デ オ ロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．10．9 東京1着

2014．2．5生 牡4鹿 母 ラ ド ラ ー ダ 母母 レディブロンド 9戦6勝 賞金 582，776，000円
［他本会外：1戦0勝］

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりレイデオロ号は，天皇賞（秋）（GⅠ）競走に優先出走できる。

25084 9月23日 晴 稍重 （30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 925，000
925，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

713 イ ザ 牡5鹿 57 田辺 裕信松田 整二氏 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 B498＋ 21：11．2 4．8�
11 エースロッカー 牡3栗 55 岩部 純二西森 鶴氏 中川 公成 新冠 カミイスタット 488－ 2 〃 クビ 10．9�
815 タイセイラビッシュ 牡6鹿 57 黛 弘人田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 484－ 41：11．62� 22．2�
510 ラ ン パ ク 牡3芦 55 三浦 皇成一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 490－ 41：11．81� 2．4�
714 シアトルトウショウ 牝3青鹿53 大野 拓弥トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474＋ 2 〃 同着 5．6�
59 ポートナイトサイト 牝3栗 53

51 △横山 武史ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 464＋ 81：11．9クビ 18．5	
12 フジマサクイーン 牝4鹿 55 西田雄一郎藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B456－121：12．43 76．7

24 ミ ラ ビ リ ア 牝3栗 53

50 ▲木幡 育也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 21：12．5� 15．8�

816� スフバータル 牡5栗 57
55 △藤田菜七子�和田牧場 中野 栄治 新ひだか 城市 公 520－ 11：12．6	 26．2

611 ターキッシュバン 牝3鹿 53
52 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 田島 俊明 新ひだか 折手牧場 426＋10 〃 ハナ 234．2�

48 � サーロンドン 
4青鹿57 丸田 恭介窪田 芳郎氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 クビ 216．3�
612� スフィーダグリーン 牡4鹿 57 勝浦 正樹寳寄山拓樹氏 的場 均 新冠 新冠橋本牧場 560＋101：12．7	 89．6�
23 レアリティバイオ 牡4鹿 57 北村 宏司バイオ� 松山 将樹 日高 中館牧場 504＋14 〃 ハナ 29．3�
47 ロトヴィグラス 牡3栗 55 嘉藤 貴行國武 佳博氏 高市 圭二 新ひだか 沖田 哲夫 472＋161：12．8クビ 13．7�
35 � アドマイヤホルン 牝4栗 55 丸山 元気近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 396－ 21：13．22� 88．0�
36 アップファーレン 牝3栗 53 丹内 祐次�KTレーシング 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 502＋121：14．47 64．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 90，316，200円 複勝： 110，907，600円 枠連： 64，644，200円
馬連： 230，631，200円 馬単： 98，802，100円 ワイド： 145，342，300円
3連複： 360，099，800円 3連単： 489，888，800円 計： 1，590，632，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 310円 � 510円 枠 連（1－7） 1，430円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 5，020円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，620円 �� 3，880円

3 連 複 ��� 19，040円 3 連 単 ��� 81，760円

票 数

単勝票数 計 903162 的中 � 150163（2番人気）
複勝票数 計1109076 的中 � 177790（2番人気）� 89318（4番人気）� 48415（8番人気）
枠連票数 計 646442 的中 （1－7） 34818（7番人気）
馬連票数 計2306312 的中 �� 57013（9番人気）
馬単票数 計 988021 的中 �� 14759（13番人気）
ワイド票数 計1453423 的中 �� 37004（8番人気）�� 23154（19番人気）�� 9389（36番人気）
3連複票数 計3600998 的中 ��� 14183（58番人気）
3連単票数 計4898888 的中 ��� 4344（229番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―11．8―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．4―46．2―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ ザ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．9．27 中山2着

2013．3．3生 牡5鹿 母 ミ ル ト ス 母母 タケショウティアラ 18戦2勝 賞金 32，050，000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 コスモコレクション号

５レース目



（30中山4）第7日 9月23日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 173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
22，650，000円
1，850，000円
36，340，000円
2，000，000円
71，617，500円
4，702，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
812，652，500円
1，031，433，800円
354，831，500円
1，785，881，500円
879，352，700円
1，056，255，200円
2，563，547，100円
4，346，628，900円
623，236，400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 13，453，819，600円

総入場人員 38，616名 （有料入場人員 ）
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