
25049 9月16日 雨 不良 （1中山4） 第5日 第1競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時10分 （ダート・右）
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

46 プ リ ン サ ン 牝2鹿 54
53 ☆菊沢 一樹是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 426＋ 41：13．0 23．1�

58 ディーカラーズ 牡2栗 54
52 △木幡 育也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 492＋ 61：13．42� 17．7�

34 ジュニパーベリー 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B454－ 61：13．5クビ 13．0�
35 シゲルトリトン 牡2青鹿54 柴田 善臣森中 蕃氏 水野 貴広 新ひだか 山野牧場 450－ 41：13．6� 4．3�
47 ユウヒノプリンス 牡2栗 54 岩部 純二坂田 行夫氏 加藤 和宏 日高 新井 昭二 464± 01：13．91� 65．3�
814 ショウナンサモン 牡2栗 54 津村 明秀国本 哲秀氏 大竹 正博 日高 木村牧場 490－ 6 〃 クビ 5．8	
22 パ ト ロ ン 牡2鹿 54 丹内 祐次小田切有一氏 本間 忍 浦河 木村牧場 486－101：14．0クビ 202．4

815 エスプロジオーネ 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 454－ 21：14．1� 55．2�
713 ディープシーブルー 牡2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか 信田牧場 410＋ 2 〃 ハナ 94．5�
611 カラーズオブラヴ 牝2黒鹿54 武士沢友治グリーンスウォード和田 勇介 新ひだか 中橋 正 B456＋ 61：14．31 61．5
11 カッチョカバロ 牡2栗 54 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 488 ― 〃 クビ 1．9�
59 グラディウス 牡2黒鹿54 伴 啓太田頭 勇貴氏 星野 忍 日高 北田 剛 460－ 21：14．61� 181．3�
610 ラ ラ ラ 牝2黒鹿 54

51 ▲菅原 明良 Him Rock Racing
ホールディングス� 武市 康男 日高 船越牧場 414± 01：15．02� 130．5�

712 ツクバブレイニー 牝2芦 54 木幡 初也細谷 武史氏 杉浦 宏昭 日高 坂 牧場 450＋ 21：15．95 58．3�
23 ミラクルライト 牡2鹿 54

51 ▲大塚 海渡岡田 牧雄氏 和田 勇介 新ひだか 岡田スタツド 448＋141：22．2大差 242．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，446，600円 複勝： 41，373，100円 枠連： 14，196，500円
馬連： 60，062，100円 馬単： 33，678，600円 ワイド： 45，907，300円
3連複： 94，645，400円 3連単： 124，002，100円 計： 451，311，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，310円 複 勝 � 460円 � 400円 � 320円 枠 連（4－5） 6，420円

馬 連 �� 11，220円 馬 単 �� 23，380円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 1，720円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 21，770円 3 連 単 ��� 211，060円

票 数

単勝票数 計 374466 的中 � 13695（6番人気）
複勝票数 計 413731 的中 � 22958（6番人気）� 27338（5番人気）� 35251（4番人気）
枠連票数 計 141965 的中 （4－5） 1767（16番人気）
馬連票数 計 600621 的中 �� 4279（27番人気）
馬単票数 計 336786 的中 �� 1152（50番人気）
ワイド票数 計 459073 的中 �� 4556（24番人気）�� 7118（15番人気）�� 8598（14番人気）
3連複票数 計 946454 的中 ��� 3478（51番人気）
3連単票数 計1240021 的中 ��� 470（392番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．4―12．4―12．8―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．7―46．1―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F39．3
3 14（6，11）4－（8，5）9（1，2）12－10－15，13，7＝3 4 ・（14，6）（4，11）5，8（2，9）－1，12－（15，10）（7，13）＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プ リ ン サ ン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．6．29 福島6着

2017．5．12生 牝2鹿 母 プリモウェイ 母母 Preeminence 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 エスプロジオーネ号の騎手山田敬士は，負傷のため藤田菜七子に変更。
〔発走状況〕 ディープシーブルー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ディーカラーズ号の騎手木幡育也は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・10番・11番）

ジュニパーベリー号の騎手嶋田純次は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミラクルライト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月16日まで平地競

走に出走できない。
※カッチョカバロ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

25050 9月16日 雨 重 （1中山4） 第5日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時40分 （芝・右・外）

牝；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

36 オムニプレゼンス 牝2鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438－ 41：36．2 8．2�

510 ソ ス ピ タ 牝2芦 54
53 ☆野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 442± 0 〃 クビ 5．3�

12 ミルキーハート 牝2鹿 54 木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 450± 01：36．3クビ 8．6�
815 アイルショウユー 牝2鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 浦河小林牧場 428－ 41：36．72� 47．4�
48 ハローキャンディ 牝2鹿 54 吉田 隼人中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 430－ 41：36．91� 106．0�
35 オウケンアマゾネス 牝2黒鹿54 北村 宏司福井 明氏 和田 勇介 浦河 辻 牧場 428＋ 41：37．21� 27．7	
59 アテザムール 牝2黒鹿54 石橋 脩寺田 心平氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 472＋ 21：37．3� 16．6

11 サ ノ マ ナ 牝2栗 54

53 ☆横山 武史佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 456－ 41：37．51� 39．2�
24 クルワールデジール 牝2鹿 54 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか ヒサイファーム 462＋ 8 〃 クビ 160．2�
816 ピンポンダッシュ 牝2黒鹿54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新ひだか 飛野牧場 420± 01：37．71 51．8
714 スキニチーノ 牝2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 466－ 81：37．91 249．2�
611 デュアルネイチャー 牝2青鹿54 内田 博幸�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 438－141：38．11� 11．4�
47 エクメディノツルギ 牝2鹿 54

51 ▲菅原 明良橋本慎太郎氏 深山 雅史 青森 有限会社
ラークヒルズ 432－ 41：38．63 73．8�

713 ヨネンサンクミ 牝2黒鹿 54
52 △木幡 育也藤本 彰氏 佐藤 吉勝 青森 マルシチ牧場 420＋ 8 〃 ハナ 78．5�

612 デラベッピン 牝2栗 54
51 ▲小林 凌大大田 恭充氏 浅野洋一郎 新冠 村上 進治 428＋ 21：38．81� 425．2�

23 ファートゥア 牝2栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478＋16 （競走中止） 2．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，772，400円 複勝： 55，957，500円 枠連： 16，719，900円
馬連： 68，868，700円 馬単： 34，354，600円 ワイド： 56，345，600円
3連複： 109，146，200円 3連単： 134，629，100円 計： 516，794，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 240円 � 160円 � 200円 枠 連（3－5） 1，080円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 4，130円

ワ イ ド �� 650円 �� 880円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 22，690円

票 数

単勝票数 計 407724 的中 � 41418（3番人気）
複勝票数 計 559575 的中 � 55179（4番人気）� 99840（2番人気）� 69033（3番人気）
枠連票数 計 167199 的中 （3－5） 12385（4番人気）
馬連票数 計 688687 的中 �� 31421（6番人気）
馬単票数 計 343546 的中 �� 6648（13番人気）
ワイド票数 計 563456 的中 �� 23029（6番人気）�� 16428（10番人気）�� 27674（4番人気）
3連複票数 計1091462 的中 ��� 22428（11番人気）
3連単票数 計1346291 的中 ��� 4745（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．0―46．7―59．7―1：12．1―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．5―3F36．5

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

勝馬の
紹 介

オムニプレゼンス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dynaformer デビュー 2019．7．6 福島3着

2017．5．16生 牝2鹿 母 ヴ ァ レ リ カ 母母 Mandela 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔競走中止〕 ファートゥア号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

第４回 中山競馬 第５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



25051 9月16日 雨 重 （1中山4） 第5日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11時10分 （芝・右）

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
1：59．6
1：59．6

良
良

78 コロンドール 牡2栗 54 M．デムーロ栗坂 崇氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 486－ 42：02．8 2．3�
33 ア マ ゾ ー ヌ 牝2黒鹿54 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 山際牧場 464－ 42：02．9� 14．4�
810 ミスヒアリング 牝2鹿 54 丸山 元気犬塚悠治郎氏 根本 康広 安平 追分ファーム 486－ 82：03．32� 127．7�
44 ウシュバテソーロ 牡2鹿 54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 506± 02：03．4� 8．6�
77 ロッソビアンコ 牝2鹿 54 北村 宏司平田 修氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 434＋ 22：03．5� 11．0�
22 ステージアクトレス 牝2鹿 54 C．ルメール 大谷 正嗣氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 ハナ 3．0	
11 オーシャンバローズ 牡2鹿 54 田辺 裕信猪熊 広次氏 奥村 武 むかわ 真壁 信一 474± 0 〃 クビ 7．6

55 イ ン ナ ー ト 牡2黒鹿 54

51 ▲菅原 明良谷口 祐人氏 藤原 辰雄 新冠 村上 欽哉 436± 02：04．88 183．8�
66 ファイナルアフェア 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 414± 02：05．97 94．1�
89 イ ル シ オ ン 牝2鹿 54 松岡 正海 ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 小泉 学 474－142：06．0� 267．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，423，500円 複勝： 40，247，400円 枠連： 11，018，500円
馬連： 62，165，100円 馬単： 35，457，600円 ワイド： 41，769，000円
3連複： 78，423，200円 3連単： 149，264，500円 計： 457，768，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 280円 � 2，310円 枠 連（3－7） 1，280円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 540円 �� 4，970円 �� 10，510円

3 連 複 ��� 43，810円 3 連 単 ��� 121，230円

票 数

単勝票数 計 394235 的中 � 143114（1番人気）
複勝票数 計 402474 的中 � 106841（1番人気）� 33794（6番人気）� 3091（9番人気）
枠連票数 計 110185 的中 （3－7） 6870（6番人気）
馬連票数 計 621651 的中 �� 36071（8番人気）
馬単票数 計 354576 的中 �� 13997（8番人気）
ワイド票数 計 417690 的中 �� 22607（8番人気）�� 2134（20番人気）�� 1002（35番人気）
3連複票数 計 784232 的中 ��� 1432（48番人気）
3連単票数 計1492645 的中 ��� 985（157番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．4―12．1―12．6―12．4―12．5―12．0―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―37．0―49．1―1：01．7―1：14．1―1：26．6―1：38．6―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コロンドール �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2019．6．9 東京4着

2017．3．3生 牡2栗 母 エルミラドール 母母 アドマイヤサンデー 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔その他〕 ウシュバテソーロ号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。

25052 9月16日 雨
（ 芝 ）重
（ダート）不良（1中山4） 第5日 第4競走 ��2，880�障害3歳以上未勝利

発走11時40分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：10．2良・良

55 ラテールプロミーズ �6青鹿60 五十嵐雄祐ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 514± 03：19．3 2．4�
78 コウキチョウサン 牡6鹿 60 金子 光希�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 470＋ 43：19．93� 4．7�
11 ニシノベイオウルフ 牡4黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 494± 0 〃 クビ 10．0�
89 � ホリデーモード �4黒鹿60 伴 啓太下河辺隆行氏 矢野 英一 米 Shimok-

obe Farm 490＋ 43：20．22 37．4�
810 ブルーガーディアン 牡7黒鹿60 大庭 和弥 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 B492＋ 23：20．3クビ 5．0�
66 ダイワスキャンプ �7鹿 60 小野寺祐太大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 442＋ 23：21．15 5．3	
44 ソウラセブン 牝4青鹿58 伊藤 工真村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト

クラブ 452＋ 23：22．9大差 87．3

33 リセンティート 牡5鹿 60 鈴木 慶太米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 510＋ 23：23．22 74．4�
22 シゲルアミメキリン 牡5芦 60 上野 翔森中 蕃氏 蛯名 利弘 小清水 千島北斗牧場 478＋ 43：23．51	 43．4�
77 ア キ ン ド 牡3鹿 58 石神 深一小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 496－ 23：24．67 13．4

（10頭）

売 得 金
単勝： 21，279，300円 複勝： 21，900，700円 枠連： 9，942，200円
馬連： 40，325，200円 馬単： 23，598，900円 ワイド： 28，421，100円
3連複： 62，557，400円 3連単： 99，966，900円 計： 307，991，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 160円 � 210円 枠 連（5－7） 440円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 280円 �� 440円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 5，010円

票 数

単勝票数 計 212793 的中 � 68750（1番人気）
複勝票数 計 219007 的中 � 48753（1番人気）� 33785（4番人気）� 22909（5番人気）
枠連票数 計 99422 的中 （5－7） 17943（1番人気）
馬連票数 計 403252 的中 �� 51484（1番人気）
馬単票数 計 235989 的中 �� 18480（1番人気）
ワイド票数 計 284211 的中 �� 29462（2番人気）�� 16685（5番人気）�� 10188（10番人気）
3連複票数 計 625574 的中 ��� 31796（5番人気）
3連単票数 計 999669 的中 ��� 15956（7番人気）
上り 1マイル 1：51．2 4F 52．8－3F 40．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラテールプロミーズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．12．6 中山2着

2013．4．20生 �6青鹿 母 リーフィーウッド 母母 ラスリングカプス 障害：2戦1勝 賞金 8，580，000円



25053 9月16日 雨 重 （1中山4） 第5日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時30分 （芝・右・外）

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

712 ミ ア マ ン テ 牝2鹿 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 418 ―1：36．9 1．8�
59 タマノシュシュ 牝2青 54 田辺 裕信玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 斉藤英牧場 430 ―1：37．43 6．9�
815 フルールエトワール 牝2芦 54 三浦 皇成髙松 悟氏 上原 博之 日高 いとう牧場 490 ― 〃 アタマ 20．9�
22 ロ ジ シ エ ロ 牝2黒鹿54 池添 謙一久米田正明氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 476 ―1：37．6� 17．4�
11 パイプライン 牡2鹿 54 田中 勝春青山 洋一氏 田中 剛 日高 リコーファーム 486 ― 〃 ハナ 32．6�
47 タイキルークス 牡2黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹�大樹ファーム 菊沢 隆徳 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 520 ―1：37．91� 50．1	

46 エースインザハート 牡2黒鹿54 宮崎 北斗西村 
平氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 442 ― 〃 ハナ 73．7�
23 コスモカンツォーネ 牡2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 日高 槇本牧場 446 ―1：38．21� 54．2�
611 アコルドエール 牡2栗 54 川田 将雅 �キャロットファーム 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484 ―1：38．62� 4．2
35 イエロージニア 牝2栗 54 戸崎 圭太林 正道氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 434 ―1：38．81� 34．7�
34 センノベステス 牡2栗 54 勝浦 正樹浅野 正敏氏 南田美知雄 日高 日西牧場 494 ―1：39．12 118．1�
713 キャストロペトラ 牡2栗 54 吉田 豊手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 田湯牧場 454 ―1：39．41� 68．8�
610 イノセントグラム 牡2鹿 54 松岡 正海田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 滝本 健二 476 ―1：40．14 304．0�
814 マイネルフェラッカ 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 522 ―1：41．27 79．3�
58 レ ー ル ガ ン 牡2栗 54 江田 照男榊原 浩一氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 444 ―1：41．83� 219．0�
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売 得 金
単勝： 48，309，500円 複勝： 57，050，300円 枠連： 16，253，000円
馬連： 67，648，800円 馬単： 39，576，000円 ワイド： 54，166，300円
3連複： 101，473，200円 3連単： 143，732，700円 計： 528，209，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 300円 枠 連（5－7） 600円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 300円 �� 620円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 4，910円

票 数

単勝票数 計 483095 的中 � 221415（1番人気）
複勝票数 計 570503 的中 � 230766（1番人気）� 72693（3番人気）� 28119（5番人気）
枠連票数 計 162530 的中 （5－7） 21471（2番人気）
馬連票数 計 676488 的中 �� 94297（2番人気）
馬単票数 計 395760 的中 �� 42449（2番人気）
ワイド票数 計 541663 的中 �� 53825（2番人気）�� 22082（5番人気）�� 13863（9番人気）
3連複票数 計1014732 的中 ��� 37469（4番人気）
3連単票数 計1437327 的中 ��� 23414（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．3―47．7―1：00．8―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4F49．2―3F36．1

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

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

ミ ア マ ン テ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Pulpit 初出走

2017．4．17生 牝2鹿 母 ミスエーニョ 母母 Madcap Escapade 1戦1勝 賞金 7，000，000円

25054 9月16日 雨 不良 （1中山4） 第5日 第6競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時00分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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
1：47．6

重
重

33 バイザディンプル 牝3栗 52 M．デムーロ増田 和啓氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 476＋ 81：52．5 5．8�
710� ホウオウサマンサ 牝4栗 55

52 ▲菅原 明良小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B464－ 81：52．82 138．5�
56 タツオウカランブ 牝4栗 55 丸田 恭介鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 488± 01：53．11� 108．8�
811 エターナルディーバ 牝3栗 52 北村 宏司 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 438－101：53．52� 13．4�
79 ストラトフォード 牝3鹿 52 内田 博幸下河邉 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 B486＋ 61：53．6� 9．6�
44 シャドウアイランド 牝4鹿 55 C．ルメール 飯塚 知一氏 藤沢 和雄 新ひだか 前川 正美 458± 0 〃 クビ 1．9	
67 エフルラージュ 牝3栗 52

49 ▲藤田菜七子
ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488＋ 41：53．7クビ 5．2�

22 ドヒョウギワ 牝4栗 55 戸崎 圭太芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 B492－ 4 〃 ハナ 20．2�
68 ボンドロール 牝3鹿 52

51 ☆菊沢 一樹ディアレストクラブ
 矢野 英一 浦河 不二牧場 464＋ 41：53．91� 21．3
55 アポロプリンセス 牝4栗 55 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新冠 山岡ファーム B492＋ 41：54．11 11．3�
812 ボ ナ デ ア 牝4鹿 55 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 506－ 21：55．16 209．3�
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11 ラ ヴ ノ ッ ト 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 大北牧場 482－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 42，496，000円 複勝： 65，656，400円 枠連： 13，924，600円
馬連： 70，567，000円 馬単： 41，986，200円 ワイド： 57，704，100円
3連複： 108，271，100円 3連単： 168，053，300円 計： 568，658，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 370円 � 3，110円 � 2，550円 枠 連（3－7） 2，790円

馬 連 �� 38，240円 馬 単 �� 56，640円

ワ イ ド �� 11，820円 �� 7，870円 �� 31，730円

3 連 複 ��� 518，660円 3 連 単 ��� 1，948，440円

票 数

単勝票数 差引計 424960（返還計 3232） 的中 � 57746（3番人気）
複勝票数 差引計 656564（返還計 6102） 的中 � 53564（5番人気）� 5199（10番人気）� 6374（9番人気）
枠連票数 差引計 139246（返還計 3852） 的中 （3－7） 3985（11番人気）
馬連票数 差引計 705670（返還計 16758） 的中 �� 1476（38番人気）
馬単票数 差引計 419862（返還計 8603） 的中 �� 593（66番人気）
ワイド票数 差引計 577041（返還計 17117） 的中 �� 1302（41番人気）�� 1961（34番人気）�� 483（53番人気）
3連複票数 差引計1082711（返還計 54284） 的中 ��� 167（146番人気）
3連単票数 差引計1680533（返還計 72357） 的中 ��� 69（777番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―12．7―12．8―12．4―12．0―12．6―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―37．1―49．9―1：02．3―1：14．3―1：26．9―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バイザディンプル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Devil’s Bag デビュー 2018．7．29 新潟5着

2016．1．30生 牝3栗 母 バイザスポーツ 母母 Final Accord 4戦2勝 賞金 13，200，000円
〔競走除外〕 ラヴノット号は，枠内駐立不良〔坐る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔両後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分

遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ラヴノット号は，令和元年9月17日から令和元年10月16日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。



25055 9月16日 雨 不良 （1中山4） 第5日 第7競走 ��2，400�3歳以上1勝クラス
発走13時30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
2：28．8
2：28．6

重
不良

11 フィールオーケー 牡3黒鹿 54
53 ☆武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム B472－182：32．7 7．5�

44 プレイングラン 牡3栗 54 横山 和生スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 468－102：32．91� 8．4�
78 ニューツーリズム 牡3青鹿54 田辺 裕信吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム B496－ 22：33．53� 11．4�
55 ヨ シ ヒ コ 牡5黒鹿57 江田 照男菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B488＋ 22：33．71� 16．7�
22 � トモジャプリマ 牝5黒鹿 55

54 ☆横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 456－ 82：34．01� 6．7�
67 プ レ ゼ ン ス 	5黒鹿57 津村 明秀 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 42：34．85 13．1	
66 ロビンズソング 	4黒鹿57 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B526＋ 42：35．01 4．6

811 トランスポーター 牡3芦 54 三浦 皇成安原 浩司氏 戸田 博文 日高 春木ファーム 496＋ 22：35．42� 3．3�
79 ボルンカズマ 牡3栗 54

51 ▲菅原 明良合同会社雅苑興業 栗田 徹 浦河 高昭牧場 B494－ 22：35．61 10．1�
810 フォースリッチ 牡6黒鹿57 木幡 巧也宇田 豊氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 482－ 42：36．23� 136．0
33 サクラトップスター 牡4栗 57

56 ☆菊沢 一樹�トップフェロウ奥平 雅士 新冠 細川農場 466－ 42：38．2大差 88．4�
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売 得 金
単勝： 34，260，900円 複勝： 45，316，600円 枠連： 15，940，900円
馬連： 79，968，100円 馬単： 35，016，900円 ワイド： 53，958，200円
3連複： 112，732，100円 3連単： 142，612，300円 計： 519，806，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 220円 � 280円 � 350円 枠 連（1－4） 3，000円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 6，000円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，760円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 12，580円 3 連 単 ��� 68，440円

票 数

単勝票数 計 342609 的中 � 36374（4番人気）
複勝票数 計 453166 的中 � 58393（4番人気）� 42409（5番人気）� 30691（8番人気）
枠連票数 計 159409 的中 （1－4） 4246（17番人気）
馬連票数 計 799681 的中 �� 21480（15番人気）
馬単票数 計 350169 的中 �� 4667（30番人気）
ワイド票数 計 539582 的中 �� 14481（15番人気）�� 8028（30番人気）�� 8536（29番人気）
3連複票数 計1127321 的中 ��� 7166（61番人気）
3連単票数 計1426123 的中 ��� 1667（304番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―12．5―12．5―12．9―13．2―12．9―12．3―12．2―12．6―13．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．0―37．5―50．0―1：02．9―1：16．1―1：29．0―1：41．3―1：53．5―2：06．1―2：19．3

コーナー
通過順位

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

2
�

・（2，8）9，5（4，6）（3，11）7＝1，10・（2，8，5）4－11（9，7）（6，1）＝10－3
勝馬の
紹 介

フィールオーケー �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．1．6 中山13着

2016．2．1生 牡3黒鹿 母 フィールフリーリー 母母 ミスベルベール 10戦2勝 賞金 16，900，000円
〔制裁〕 ヨシヒコ号の騎手江田照男は，2周目向正面で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害馬：9

番）

25056 9月16日 曇 不良 （1中山4） 第5日 第8競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走14時00分 （500万円以下） （ダート・右）
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

68 � ブランメジェール 牝5芦 55 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 米 White Fox

Farm 476－ 41：10．6 4．9�
45 	 スズノフブキ 
5鹿 57 武士沢友治小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 482＋ 41：10．7� 11．1�
710� スポーカンテソーロ 牝3栗 53

52 ☆武藤 雅了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 米 Summer-

hill Farm 518＋ 21：10．8� 2．8�
56 ディナミーデン 牡4芦 57 田辺 裕信ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 472＋ 4 〃 アタマ 17．0�
711�	 ステラストラータ 
4鹿 57

55 △木幡 育也岡田 牧雄氏 大江原 哲 米
Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

462＋ 2 〃 クビ 34．2�
11 � チェルシーライオン 牡3黒鹿55 吉田 隼人ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Spendthrift

Farm LLC B480＋ 21：10．9クビ 18．4	
33 ザベストエバー 牡5黒鹿57 内田 博幸古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 460－ 21：11．22 8．4

813 トモジャドット 牡3栗 55 津村 明秀吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 新冠 ハクツ牧場 546＋ 6 〃 アタマ 6．1�
69 カウムディー 牝3黒鹿53 木幡 初也加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 460－ 21：11．73 177．4�
57 ダンホーキラー 牡3青鹿55 三浦 皇成ドラゴンヒルズホースクラブ 鹿戸 雄一 新冠 村田牧場 448＋10 〃 ハナ 7．5
812 タカラチーター 牡3鹿 55

52 ▲菅原 明良村山 義男氏 藤原 辰雄 日高 原田牧場 450－ 61：11．8クビ 174．2�
22 ノボオリエンス 牝3栗 53

52 ☆横山 武史�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 464＋ 21：12．12 30．6�
44 	 ケンブリッジビット 牝4栗 55 井上 敏樹中西 宏彰氏 高橋 義博 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 472＋ 41：12．2� 105．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 36，801，800円 複勝： 48，483，900円 枠連： 16，512，700円
馬連： 81，940，200円 馬単： 36，903，000円 ワイド： 57，537，700円
3連複： 121，262，200円 3連単： 149，919，500円 計： 549，361，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 260円 � 140円 枠 連（4－6） 3，300円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 6，630円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 320円 �� 570円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 26，830円

票 数

単勝票数 計 368018 的中 � 59668（2番人気）
複勝票数 計 484839 的中 � 74487（2番人気）� 37855（6番人気）� 110478（1番人気）
枠連票数 計 165127 的中 （4－6） 3991（14番人気）
馬連票数 計 819402 的中 �� 18528（14番人気）
馬単票数 計 369030 的中 �� 4447（26番人気）
ワイド票数 計 575377 的中 �� 13173（14番人気）�� 53000（1番人気）�� 26180（5番人気）
3連複票数 計1212622 的中 ��� 31681（5番人気）
3連単票数 計1499195 的中 ��� 4469（69番人気）

ハロンタイム 11．6―10．6―11．3―12．1―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．2―33．5―45．6―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブランメジェール �
�
父 Hansen �

�
母父 Cat Thief デビュー 2016．11．13 東京3着

2014．5．21生 牝5芦 母 Debit Or Credit 母母 Pasampsi 20戦3勝 賞金 44，062，000円
〔騎手変更〕 カウムディー号の騎手山田敬士は，負傷のため木幡初也に変更。
〔3走成績による出走制限〕 カウムディー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年11月16日まで平地競走に出走でき

ない。



25057 9月16日 曇 重 （1中山4） 第5日 第9競走 ��
��1，800�

し ろ い

白 井 特 別
発走14時35分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

白井市長賞（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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

44 サトノダムゼル 牝3鹿 52 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 448± 01：50．1 1．4�
11 ロフティフレーズ 牝4黒鹿55 丸山 元気水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 472＋16 〃 クビ 24．4�
22 ミヤビパーフェクト �3鹿 54 福永 祐一村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 460－ 21：50．52 4．0�
33 エバーミランダ 牝4鹿 55 吉田 隼人宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 428＋ 81：50．71	 16．9�
710 ヒシヴィクトリー 牡4黒鹿57 木幡 巧也阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 490± 0 〃 クビ 13．1�
56 ギ ル マ 牡3鹿 54 三浦 皇成杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 486－ 41：50．91 21．6	
67 トーホウアイレス 牝5青鹿55 武藤 雅東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 488＋181：51．0
 32．3

55 ケルフロイデ 牡6鹿 57 内田 博幸 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 496－ 61：51．1クビ 20．5�
79 シベリアンタイガー �8鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 増本 良孝 478＋ 41：51．2
 141．3
811 ウインオルビット 牡4鹿 57 丹内 祐次�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B486－10 〃 クビ 182．8�
68 スワンボート 牡9鹿 57 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 オンワード牧場 484＋101：51．73 505．1�
812 スズカヴァンガード �8栗 57 菊沢 一樹永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 500＋ 41：51．8
 251．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 45，459，300円 複勝： 113，190，000円 枠連： 19，538，000円
馬連： 100，729，300円 馬単： 64，838，400円 ワイド： 68，121，200円
3連複： 146，170，100円 3連単： 306，657，800円 計： 864，704，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 280円 � 120円 枠 連（1－4） 1，960円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 530円 �� 160円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 6，910円

票 数

単勝票数 計 454593 的中 � 248601（1番人気）
複勝票数 計1131900 的中 � 759811（1番人気）� 27823（7番人気）� 125752（2番人気）
枠連票数 計 195380 的中 （1－4） 7959（7番人気）
馬連票数 計1007293 的中 �� 47044（6番人気）
馬単票数 計 648384 的中 �� 22980（7番人気）
ワイド票数 計 681212 的中 �� 28028（7番人気）�� 153222（1番人気）�� 20780（12番人気）
3連複票数 計1461701 的中 ��� 77830（5番人気）
3連単票数 計3066578 的中 ��� 35460（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―37．3―50．4―1：03．4―1：16．2―1：28．0―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F33．9
1
3
・（2，4）3（1，10）（5，11）9，6－（8，7）12
2，4（1，10）3（5，11）（9，6）8（12，7）

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

勝馬の
紹 介

サトノダムゼル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー 2019．6．23 東京1着

2016．4．6生 牝3鹿 母 ダ リ シ ア 母母 Dynamis 3戦3勝 賞金 27，787，000円
※出走取消馬 ローリングタワー号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）

25058 9月16日 曇 不良 （1中山4） 第5日 第10競走 ��
��1，200�1999メモリアル エルコンドルパサーカップ

発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 ア カ ネ サ ス 牝3鹿 53 池添 謙一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B480－121：10．0 2．8�
35 デピュティプライム �6栗 57 C．ルメール 丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 484＋ 61：10．21 9．7�
23 ガ ン ケ ン 牡3黒鹿55 内田 博幸岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B518＋ 81：10．3	 16．1�
12 
 エタニティーワルツ 牡6黒鹿57 丸田 恭介村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 B504＋14 〃 アタマ 87．6�
59 ショウナンガナドル 牡3黒鹿55 横山 典弘国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 谷川牧場 478－ 2 〃 クビ 3．4�
612 ホイールバーニング 牡6栗 57 松岡 正海市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 524－ 21：10．4クビ 41．0	
816� オーロリンチェ 牝4栗 55 江田 照男岡田 牧雄氏 高木 登 米 Trackside Farm

& Tenlane Farm 482＋ 2 〃 ハナ 7．4

815 タフチョイス 牡4鹿 57 �島 良太ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－ 2 〃 クビ 6．9�
611 ト ッ カ ー タ 牡4黒鹿57 武藤 雅門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 41：10．5クビ 56．3�
510 ボクノナオミ 牝7鹿 55 菊沢 一樹塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 502＋ 61：10．6 96．3
47 グ ラ ス レ オ 牡4黒鹿57 田辺 裕信半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 498－ 6 〃 アタマ 32．1�
36 
 ティアップサンダー 牡7黒鹿57 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 B492± 01：10．7クビ 177．1�
714
 ステラルーチェ 牡7栗 57 武士沢友治池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム B480＋ 2 〃 クビ 53．5�
713� サウンドジャンゴ 牡7鹿 57 野中悠太郎増田 雄一氏 和田正一郎 米 Hibiscus

Stables 522－ 6 〃 アタマ 113．9�
24 � レヴァンテライオン �5黒鹿57 福永 祐一ライオンレースホース� 加藤士津八 米

Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

496＋ 41：11．01	 32．1�
（15頭）

48 ナムラムート 牡5栗 57 M．デムーロ奈村 睦弘氏 森田 直行 日高 いとう牧場 500－12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 53，977，600円 複勝： 64，711，000円 枠連： 40，936，400円
馬連： 132，126，900円 馬単： 56，592，200円 ワイド： 80，908，700円
3連複： 177，159，800円 3連単： 227，596，200円 計： 834，008，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 270円 � 360円 枠 連（1－3） 1，730円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 770円 �� 900円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 5，390円 3 連 単 ��� 22，470円

票 数

単勝票数 差引計 539776（返還計 35547） 的中 � 153683（1番人気）
複勝票数 差引計 647110（返還計 40430） 的中 � 126713（2番人気）� 58354（5番人気）� 39036（6番人気）
枠連票数 差引計 409364（返還計 1212） 的中 （1－3） 18927（7番人気）
馬連票数 差引計1321269（返還計233243） 的中 �� 60465（7番人気）
馬単票数 差引計 565922（返還計 95288） 的中 �� 15986（8番人気）
ワイド票数 差引計 809087（返還計127231） 的中 �� 28715（8番人気）�� 24116（9番人気）�� 11547（16番人気）
3連複票数 差引計1771598（返還計542016） 的中 ��� 26267（14番人気）
3連単票数 差引計2275962（返還計691433） 的中 ��� 8102（52番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．0―11．7―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．3―45．0―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア カ ネ サ ス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．6．3 東京1着

2016．2．11生 牝3鹿 母 クィーンズバーン 母母 シンコウエンジェル 11戦3勝 賞金 46，551，000円
〔競走除外〕 ナムラムート号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 オーロリンチェ号の騎手江田照男は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アルベルティーヌ号・アンインジュリー号・エブリバディ号・タイセイシュラーク号・ディーズフェイク号・

ナンベーサン号・ミスパイロ号

１レース目 ３レース目



25059 9月16日 曇 重 （1中山4） 第5日 第11競走 ��
��2，200�第73回朝日杯セントライト記念（ＧⅡ）

発走15時45分 （菊花賞トライアル） （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

朝日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 1，274，000円 364，000円 182，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

48 リオンリオン 牡3鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 486＋122：11．5 5．3�
12 サトノルークス 牡3鹿 56 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462± 02：11．82 14．5�
11 ザ ダ ル 牡3栗 56 石橋 脩 �キャロットファーム 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 492＋102：11．9クビ 6．8�
816 ル ヴ ォ ル グ 牡3黒鹿56 C．ルメール�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 524± 02：12．0� 7．9�
612 ニシノデイジー 牡3鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 高木 登 浦河 谷川牧場 488＋ 22：12．1� 5．8	
715 タガノディアマンテ 牡3栗 56 田辺 裕信八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474＋102：12．2クビ 11．5

510 サトノラディウス 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 アタマ 73．9�
713 エターナルヴィテス 牡3鹿 56 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 470－ 6 〃 クビ 276．8�
817	 ナ イ マ マ 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 武藤 善則 日高 道見牧場 472＋122：12．3
 135．6
714 アトミックフォース 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 470＋102：12．4
 124．1�
611 メイショウテンゲン 牡3芦 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 446－ 82：12．5
 17．8�
24 � ミューチャリー 牡3芦 56 御神本訓史石瀬丈太郎氏 矢野 義幸 新冠 芳住 鉄兵 460－ 3 〃 ハナ 65．7�

（船橋） （大井）

35 シークレットラン 牡3鹿 56 内田 博幸亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 494＋ 22：12．92 44．1�
47 オセアグレイト 牡3鹿 56 野中悠太郎 IHR 菊川 正達 新ひだか 下屋敷牧場 488＋ 42：13．11� 7．1�
818 ランフォザローゼス 牡3鹿 56 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492－ 22：13．2� 17．8�
59 エングレーバー 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 450－ 22：13．73 14．2�
36 モ ズ ベ ッ ロ 牡3鹿 56 M．デムーロ �キャピタル・システム 森田 直行 新冠 村田牧場 474＋ 62：13．8
 14．6�
23 マテリアルワールド 牡3鹿 56 木幡 育也堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 B508＋ 2 〃 クビ 314．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 273，761，100円 複勝： 384，229，200円 枠連： 205，675，600円 馬連： 898，938，700円 馬単： 307，118，400円
ワイド： 543，074，400円 3連複： 1，700，284，000円 3連単： 2，082，922，500円 5重勝： 467，426，500円 計： 6，863，430，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 220円 � 420円 � 250円 枠 連（1－4） 760円

馬 連 �� 4，530円 馬 単 �� 8，240円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 810円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 10，190円 3 連 単 ��� 58，690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����� 5，053，250円

票 数

単勝票数 計2737611 的中 � 412727（1番人気）
複勝票数 計3842292 的中 � 508855（1番人気）� 208231（10番人気）� 403430（4番人気）
枠連票数 計2056756 的中 （1－4） 215197（1番人気）
馬連票数 計8989387 的中 �� 158423（18番人気）
馬単票数 計3071184 的中 �� 29799（28番人気）
ワイド票数 計5430744 的中 �� 95440（16番人気）�� 185877（2番人気）�� 60009（35番人気）
3連複票数 計17002840 的中 ��� 133453（22番人気）
3連単票数 計20829225 的中 ��� 28391（133番人気）
5重勝票数 差引計4674265（返還計510811） 的中 ����� 74

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．5―35．6―47．8―59．8―1：11．7―1：23．7―1：35．6―1：47．5―1：59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．9
1
3

14（8，17）18（1，9）7，2，16－（10，13）（5，15）（3，11）12－（4，6）
14，17（8，18）（1，9，7）（2，16）（10，13，15）（5，11）（3，12）（4，6）

2
4

14，17，8（9，18）1，7（2，16）（10，13）15（3，5，11）12－（4，6）・（14，17）（8，9，18，7）（1，2，16，15）13（10，5）（11，12）－（3，4，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

リオンリオン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．8．19 札幌2着

2016．1．28生 牡3鹿 母 ア ゲ ヒ バ リ 母母 トゥザヴィクトリー 10戦4勝 賞金 137，484，000円
〔制裁〕 リオンリオン号の騎手横山典弘は，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10，000円。（被害馬：17番・9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アドマイヤスコール号・エフェクトオン号・レッドサイオン号
（非抽選馬） 1頭 ブラッドストーン号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりリオンリオン号・サトノルークス号・ザダル号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

25060 9月16日 曇 重 （1中山4） 第5日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走16時25分 （500万円以下） （芝・右・外）
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 イルヴェントデーア 牝3鹿 53 M．デムーロ �Gリビエール・レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト
クラブ 444－ 21：08．4 14．1�

59 � ヨークテソーロ 牝3鹿 53
50 ▲菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 愛 Rabbah Blood-
stock Limited 436＋ 6 〃 アタマ 49．0�

815 ヤマニンベリンダ 牝5黒鹿 55
52 ▲小林 凌大土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 470－ 21：08．5	 96．4�

611� ヴォイスオブジョイ 牝3鹿 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan

Connors 460＋201：08．6クビ 5．3�
12 ニシノドレッシー 牝3鹿 53 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 日高 日西牧場 442－ 4 〃 アタマ 5．3�
714 リーディングエッジ 
4鹿 57 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510－ 21：08．81� 2．4	
11 ウインアイルビータ 牝3栗 53

50 ▲藤田菜七子�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 4 〃 クビ 13．8

612 フジマサディープ 牡3鹿 55 三浦 皇成藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 498＋ 21：08．9クビ 8．9�
35 � レ ガ 牝4栗 55 大野 拓弥榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 2 〃 クビ 86．6�
47 バリンジャー 
5栗 57 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 440＋ 81：09．11 28．5
713 ナタラディーヴァ 牝3黒鹿 53

52 ☆武藤 雅加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 450＋ 6 〃 クビ 33．5�
816 ファイブフォース 牝5鹿 55 丸田 恭介�サンライズ 高橋 裕 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 504－ 21：09．2	 95．7�
510 ササノユキオルフェ 牡4栗 57 池添 謙一佐々木幸弘氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 クビ 19．4�
48 � リーゼントシャルフ 牡5鹿 57 松岡 正海三浦 大輔氏 林 徹 千歳 社台ファーム 484＋121：09．3 284．2�
23 ミッキーフォンテン 牝3青鹿 53

52 ☆菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか タイヘイ牧場 416－ 41：09．51 26．4�
36 イリスファルコン 牝5鹿 55 横山 和生菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 小島牧場 434＋161：09．82 229．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 108，309，200円 複勝： 124，978，400円 枠連： 66，447，600円
馬連： 224，944，700円 馬単： 100，246，100円 ワイド： 158，846，700円
3連複： 366，128，400円 3連単： 491，887，800円 計： 1，641，788，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 460円 � 990円 � 1，110円 枠 連（2－5） 5，870円

馬 連 �� 29，420円 馬 単 �� 56，080円

ワ イ ド �� 7，450円 �� 13，710円 �� 14，450円

3 連 複 ��� 352，890円 3 連 単 ��� 1，222，080円

票 数

単勝票数 計1083092 的中 � 61391（6番人気）
複勝票数 計1249784 的中 � 76226（6番人気）� 32464（11番人気）� 28566（12番人気）
枠連票数 計 664476 的中 （2－5） 9047（18番人気）
馬連票数 計2249447 的中 �� 6116（60番人気）
馬単票数 計1002461 的中 �� 1430（109番人気）
ワイド票数 計1588467 的中 �� 5704（59番人気）�� 3084（78番人気）�� 2925（81番人気）
3連複票数 計3661284 的中 ��� 830（356番人気）
3連単票数 計4918878 的中 ��� 322（1594番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―11．4―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．7―45．1―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イルヴェントデーア �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．10．27 東京8着

2016．5．4生 牝3鹿 母 デヴェロッペ 母母 ショウエイミズキ 5戦2勝 賞金 12，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハッピーランラン号
（非抽選馬） 2頭 ニシノコデマリ号・ノーブルプルート号

５レース目



（1中山4）第5日 9月16日 （祝日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 162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

274，630，000円
2，590，000円
23，550，000円
2，820，000円
32，920，000円
67，903，500円
5，100，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
782，297，200円
1，063，094，500円
447，105，900円
1，888，284，800円
809，366，900円
1，246，760，300円
3，178，253，100円
4，221，244，700円
467，426，500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 14，103，833，900円

総入場人員 26，903名 （有料入場人員 ）
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