
25061 9月21日 曇 良 （1中山4） 第6日 第1競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時05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
1：52．7
1：50．9

良
不良

36 フェイバリット 牡2黒鹿 54
52 △木幡 育也島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 450＋ 21：56．0 19．4�
612 モ ル タ ル 牡2芦 54 戸崎 圭太阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 476－ 4 〃 アタマ 5．1�
510 ショウナンマリオ 牡2黒鹿 54

51 ▲菅原 明良�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 458－ 4 〃 ハナ 10．8�
23 コスモケルビン 牡2鹿 54 津村 明秀 �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 488－ 21：57．49 6．2�
815 シュプレムラン 牡2黒鹿54 丹内 祐次島川 �哉氏 田中 博康 日高 有限会社 エ

スティファーム 476－ 4 〃 アタマ 22．2	
24 クラウンマハロ 牡2黒鹿54 内田 博幸
クラウン 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 490－ 61：57．82� 4．5�
35 クロカドッグ 牡2鹿 54

53 ☆野中悠太郎�ヒダカファーム竹内 正洋 日高 槇本牧場 500＋ 41：57．9クビ 8．1�
48 トロピカルビーチ 牝2栗 54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 424－ 21：58．43 16．2
47 グロワールポン 牝2鹿 54 木幡 巧也花野 友象氏 田中 清隆 新冠 松浦牧場 482－ 81：58．82� 65．3�
816 ノーブルミラクル 牡2芦 54 吉田 豊吉木 伸彦氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 476－ 41：59．54 6．1�
611 ナックライオン 牡2黒鹿54 木幡 初也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 496－ 42：00．35 95．2�
714 ダリアメイリー 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �静内白井牧場 堀井 雅広 新ひだか 桑嶋 峰雄 432＋ 62：00．72� 64．1�
11 グラッツィエディオ 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅安原 浩司氏 戸田 博文 新ひだか 岡田牧場 472± 02：01．12� 73．3�
12 ゴールドロード 牡2青鹿54 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 新ひだか 田原橋本牧場 436－ 6 〃 ハナ 183．8�
59 コスモユニック 牡2芦 54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム 492－ 6 〃 アタマ 157．7�
713 サイドストーリー 牡2栗 54

53 ☆菊沢 一樹飯田 正剛氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 B494＋ 62：01．2� 114．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，902，600円 複勝： 38，114，900円 枠連： 16，160，900円
馬連： 55，631，000円 馬単： 24，493，300円 ワイド： 45，094，700円
3連複： 88，862，000円 3連単： 93，824，600円 計： 387，084，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 480円 � 270円 � 360円 枠 連（3－6） 2，140円

馬 連 �� 7，760円 馬 単 �� 18，260円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 2，300円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 21，800円 3 連 単 ��� 211，250円

票 数

単勝票数 計 249026 的中 � 10848（8番人気）
複勝票数 計 381149 的中 � 19330（8番人気）� 41124（5番人気）� 27137（6番人気）
枠連票数 計 161609 的中 （3－6） 5833（10番人気）
馬連票数 計 556310 的中 �� 5552（29番人気）
馬単票数 計 244933 的中 �� 1006（64番人気）
ワイド票数 計 450947 的中 �� 4312（31番人気）�� 5034（28番人気）�� 8509（16番人気）
3連複票数 計 888620 的中 ��� 3057（71番人気）
3連単票数 計 938246 的中 ��� 322（571番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―38．4―51．9―1：04．4―1：16．9―1：29．5―1：42．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

フェイバリット �
�
父 トーセンファントム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．6．29 函館8着

2017．2．20生 牡2黒鹿 母 トーセンベルファム 母母 フライトオブエンジェルス 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 フェイバリット号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラッツィエディオ号・ゴールドロード号・コスモユニック号・サイドストーリー号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，令和元年10月21日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 フェイバリット号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年10月21日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プロローグナンバー号

25062 9月21日 曇 良 （1中山4） 第6日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時35分 （芝・右・外）

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

34 グレイトホーン 牡2鹿 54
51 ▲藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 478＋121：34．1 4．4�
814 ブ ン ロ ー ト 牡2鹿 54 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 プログレスファーム 506－ 61：34．42 2．6�
45 ブルーノジュネス 牡2鹿 54 黛 弘人島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 482－121：34．61 15．1�
33 ゴールデンエポック 牡2栗 54 武 豊ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋ 21：34．81� 3．4�
610 コパノカリブ 牝2栗 54 大野 拓弥小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 456＋141：35．11� 30．7�
69 パラティーノヒル 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅吉田 照哉氏 武藤 善則 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 398－ 21：35．31� 29．2	

22 ヒューズライン 牝2黒鹿 54
53 ☆野中悠太郎 
ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 4 〃 クビ 25．7�

46 スプリングブリーズ 牝2青鹿54 江田 照男河村 �平氏 萱野 浩二 浦河 多田 善弘 456－ 21：35．61� 229．7�
813 ネオボーゲン 牡2鹿 54

53 ☆横山 武史西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 大滝 康晴 422＋ 2 〃 クビ 162．2
57 レジイナアン 牝2青鹿54 戸崎 圭太 TURFレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 480＋ 21：35．7クビ 24．9�
58 インウィクトス 牡2鹿 54

52 △木幡 育也加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 434－ 41：35．8� 16．5�
712 ディアデイジー 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹豊井 義次氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 444± 0 〃 クビ 121．0�
11 ジャストワン 牡2鹿 54 中井 裕二田島榮二郎氏 小西 一男 日高 坂 牧場 502－ 21：36．01� 272．7�
711 キ リ ゲ リ 牡2栗 54 木幡 初也後藤 英成氏 青木 孝文 えりも 寺井 文秀 B480－ 81：36．42 261．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，945，400円 複勝： 41，560，400円 枠連： 15，568，200円
馬連： 56，965，600円 馬単： 27，533，800円 ワイド： 41，852，200円
3連複： 86，097，200円 3連単： 105，879，200円 計： 405，402，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 120円 � 270円 枠 連（3－8） 240円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 280円 �� 860円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 7，720円

票 数

単勝票数 計 299454 的中 � 56449（3番人気）
複勝票数 計 415604 的中 � 63740（3番人気）� 125745（1番人気）� 27780（5番人気）
枠連票数 計 155682 的中 （3－8） 48474（1番人気）
馬連票数 計 569656 的中 �� 85445（2番人気）
馬単票数 計 275338 的中 �� 18448（4番人気）
ワイド票数 計 418522 的中 �� 43916（2番人気）�� 11388（10番人気）�� 16805（5番人気）
3連複票数 計 860972 的中 ��� 35312（4番人気）
3連単票数 計1058792 的中 ��� 9938（13番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．7―11．5―11．8―11．7―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．5―47．0―58．8―1：10．5―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．3

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

グレイトホーン �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2019．6．16 東京2着

2017．4．13生 牡2鹿 母 タキオンメーカー 母母 タ ッ キ ー ナ 3戦1勝 賞金 8，300，000円

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21日 曇 良 （1中山4） 第6日 第3競走 ��1，800�2歳新馬
発走11時05分 （ダート・右）

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
1：52．7
1：50．9

良
不良

510 ロンゴノット 牡2青 54 戸崎 圭太ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480 ―1：55．3 2．5�

12 エースレイジング 牡2黒鹿54 津村 明秀三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 440 ―1：56．89 9．9�
611 ドノスティア 牡2黒鹿54 石橋 脩村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 536 ― 〃 ハナ 11．3�
48 アフィラトゥーラ 牡2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅加藤 誠氏 森田 直行 新ひだか 萩澤 俊雄 494 ― 〃 クビ 10．9�
36 グレイトムーン 牡2黒鹿54 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 小崎 憲 千歳 社台ファーム 474 ―1：57．11� 11．6�

（シャドウフェイク）

612 トーセンリズム 牡2黒鹿54 丹内 祐次島川 	哉氏 深山 雅史 日高 有限会社 エ
スティファーム 464 ―1：58．48 160．6


24 ハイテイブルース 牡2栗 54 吉田 豊中地賢次郎氏 田島 俊明 新冠 川上牧場 476 ―1：58．5クビ 93．2�
59 グッドフェイム 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 468 ―1：58．6� 54．2
815 ボントンルレ 牡2鹿 54 M．デムーロジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470 ―1：59．55 4．8�
11 ジャッジメント 牡2鹿 54 三浦 皇成�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476 ―1：59．6クビ 19．0�
47 グラスディアブロ 牡2鹿 54 江田 照男半沢� 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 462 ― 〃 アタマ 65．5�
714 モンサンブラーマ 牡2栗 54 木幡 巧也山下 新一氏 青木 孝文 新冠 川島牧場 464 ―2：01．3大差 202．0�
816 ホウオウシーダー 牝2栗 54 大野 拓弥小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 増本牧場 484 ― 〃 クビ 29．1�
713 ピ ノ ッ キ オ 牡2黒鹿54 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 新井 昭二 512 ―2：01．4� 24．3�
23 トレジャーナンバー 牡2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 新開 幸一 新ひだか 原 弘之 474 ―2：03．7大差 179．0�
35 スカイインパラ 牡2鹿 54 丸山 元気小島 俊治氏 栗田 徹 浦河 辻 牧場 510 ―2：05．9大差 29．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，578，900円 複勝： 37，521，500円 枠連： 15，621，400円
馬連： 50，974，900円 馬単： 23，864，300円 ワイド： 39，054，600円
3連複： 75，686，900円 3連単： 79，726，600円 計： 353，029，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 240円 � 280円 枠 連（1－5） 770円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 550円 �� 540円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 4，310円 3 連 単 ��� 16，370円

票 数

単勝票数 計 305789 的中 � 100890（1番人気）
複勝票数 計 375215 的中 � 98316（1番人気）� 33931（3番人気）� 27544（6番人気）
枠連票数 計 156214 的中 （1－5） 15627（2番人気）
馬連票数 計 509749 的中 �� 30035（2番人気）
馬単票数 計 238643 的中 �� 9037（3番人気）
ワイド票数 計 390546 的中 �� 18821（3番人気）�� 19158（2番人気）�� 5269（23番人気）
3連複票数 計 756869 的中 ��� 13166（10番人気）
3連単票数 計 797266 的中 ��� 3530（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―38．1―51．7―1：04．5―1：16．9―1：29．4―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロンゴノット �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Gone West 初出走

2017．4．11生 牡2青 母 ブ リ ク セ ン 母母 Danish 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピノッキオ号・トレジャーナンバー号・スカイインパラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，令和元年10月21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 クリアミッション号・パルマ号・リンガスウォリアー号

25064 9月21日 曇 良 （1中山4） 第6日 第4競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走11時35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

69 コウギョウブライト 牡4芦 57 M．デムーロ小林 秀樹氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム B454－ 41：11．1 1．3�
58 アメリカンツイスト �4鹿 57 武士沢友治 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 474－ 61：11．31� 6．9�
814 ア マ デ ウ ス 牡3黒鹿 55

54 ☆横山 武史中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育
成牧場 B454＋ 21：11．61� 10．3�

11 	 フレンドアリス 牝4栗 55 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 458＋ 61：11．7
 55．0�
813 シゲルスピネル 牝3栗 53

50 ▲藤田菜七子森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム B454＋ 41：11．8クビ 11．0�
57 ド ナ プ リ モ 牝4青鹿 55

52 ▲菅原 明良山田 貢一氏 高木 登 日高 日西牧場 456－ 41：12．01� 139．3	
610	 ヴィーヴルサヴィ �4鹿 57 黛 弘人ライオンレースホース� 林 徹 千歳 社台ファーム B506＋ 61：12．32 42．8

22 エンパイアシュアー 牡3鹿 55 丸田 恭介�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 470＋ 4 〃 アタマ 48．2�
46 サンマルライバル 牡5青鹿 57

54 ▲小林 凌大相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 494＋ 81：12．4
 206．0
712 カッチョエペペ 牝3栗 53 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 448＋ 21：12．5クビ 15．8�
33 バシクンレッツゴー 牡3栗 55 大江原 圭石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 492－ 21：12．92� 278．9�
711 ロ ブ ラ リ ア 牝4栗 55 江田 勇亮ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 476＋101：13．22 113．0�
34 リネンソング 牡6黒鹿57 丹内 祐次戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 466－ 21：13．3
 278．0�
45 	 ソルオリーヴァ 牡5栗 57

56 ☆野中悠太郎 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか マークリ牧場 478－ 21：14．89 179．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，414，900円 複勝： 139，395，700円 枠連： 14，343，200円
馬連： 53，543，800円 馬単： 42，366，900円 ワイド： 44，492，900円
3連複： 83，984，600円 3連単： 171，760，200円 計： 590，302，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 120円 � 150円 枠 連（5－6） 310円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 160円 �� 240円 �� 510円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 1，670円

票 数

単勝票数 計 404149 的中 � 245690（1番人気）
複勝票数 計1393957 的中 � 1129834（1番人気）� 77584（2番人気）� 47169（3番人気）
枠連票数 計 143432 的中 （5－6） 35815（2番人気）
馬連票数 計 535438 的中 �� 126502（1番人気）
馬単票数 計 423669 的中 �� 80150（1番人気）
ワイド票数 計 444929 的中 �� 85943（1番人気）�� 46677（2番人気）�� 17266（6番人気）
3連複票数 計 839846 的中 ��� 79917（1番人気）
3連単票数 計1717602 的中 ��� 74177（1番人気）

ハロンタイム 11．6―10．5―11．4―12．3―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．1―33．5―45．8―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウギョウブライト �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2017．8．19 新潟12着

2015．3．5生 牡4芦 母 リトルブレッシング 母母 サワヤカプリンセス 13戦2勝 賞金 27，600，000円
〔発走状況〕 アメリカンツイスト号・ロブラリア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アメリカンツイスト号・ロブラリア号は，令和元年9月22日から令和元年10月14日まで出走停止。停

止期間の満了後に発走調教再審査。



25065 9月21日 曇 良 （1中山4） 第6日 第5競走 ��
��2，000�2歳新馬

発走12時25分 （芝・右）
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
1：59．6
1：59．6

良
良

23 エバービクトリアス 牡2鹿 54
51 ▲菅原 明良大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482 ―2：05．0 21．2�

58 キングサーガ 牡2黒鹿54 武 豊 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470 ― 〃 ハナ 1．4�
712 レッドアダン 牡2鹿 54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 452 ―2：05．1� 6．0�
22 オラコモエスタス 牡2鹿 54 北村 宏司玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 496 ― 〃 ハナ 54．8�
814 ジンジャーマン 牡2栗 54 石橋 脩是枝 浩平氏 伊藤 圭三 安平 ノーザンファーム 498 ―2：05．52� 18．4	
34 アニマフレスカ 牝2青鹿 54

53 ☆横山 武史吉田 晴哉氏 萩原 清 安平 追分ファーム 448 ― 〃 ハナ 14．3

35 マイロングタイム 牡2鹿 54 勝浦 正樹佐藤 良二氏 藤原 辰雄 日高 賀張三浦牧場 448 ―2：05．71	 186．4�
11 ア ル マ ス 牡2栗 54 丸山 元気吉田 勝己氏 木村 哲也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 388 ―2：05．9� 61．0�
47 ベスビアナイト 牡2鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506 ―2：06．11� 13．6
610 プラチナスター 牝2栗 54 柴田 大知落合 幸弘氏 伊藤 大士 新冠 新冠橋本牧場 440 ―2：06．31	 156．7�
611 ファナティックエロ 牡2芦 54 丸田 恭介�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 496 ― 〃 アタマ 41．7�
713 レ ア ー ド 牡2鹿 54 内田 博幸ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508 ―2：06．4クビ 63．2�
46 パイオニアエース 牡2黒鹿54 松岡 正海杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 420 ―2：06．5� 174．8�
815 ロードアンバー 
2黒鹿54 嘉藤 貴行 �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 B436 ―2：07．03 131．9�

（14頭）
59 キタノタカワシ 牡2黒鹿54 横山 和生北所 直人氏 土田 稔 様似 髙村 伸一 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 44，653，500円 複勝： 94，295，400円 枠連： 13，416，500円
馬連： 56，634，900円 馬単： 35，179，200円 ワイド： 43，918，500円
3連複： 81，244，100円 3連単： 123，034，300円 計： 492，376，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 220円 � 110円 � 140円 枠 連（2－5） 750円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 400円 �� 950円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 17，410円

票 数

単勝票数 計 446535 的中 � 17814（6番人気）
複勝票数 計 942954 的中 � 33146（6番人気）� 652755（1番人気）� 73052（2番人気）
枠連票数 計 134165 的中 （2－5） 13712（2番人気）
馬連票数 計 566349 的中 �� 40626（5番人気）
馬単票数 計 351792 的中 �� 5688（14番人気）
ワイド票数 計 439185 的中 �� 26252（5番人気）�� 9637（11番人気）�� 74190（1番人気）
3連複票数 計 812441 的中 ��� 43507（4番人気）
3連単票数 計1230343 的中 ��� 5122（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．0―38．7―51．7―1：05．5―1：17．9―1：29．8―1：41．8―1：53．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．2
1
3
・（3，6）－（5，8，12）（13，14）（2，10）15－（1，4）11－7・（3，6）14（5，8，7）12（2，15）13，10（1，11）－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エバービクトリアス �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Zieten 初出走

2017．4．4生 牡2鹿 母 シ ー ズ ア ン 母母 Sunset Cafe 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 キタノタカワシ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。

25066 9月21日 曇 良 （1中山4） 第6日 第6競走 ��
��2，200�3歳以上1勝クラス

発走12時55分 （500万円以下） （芝・右・外）
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
2：10．1
2：09．7

良
良

69 � ヴァイスブリッツ 牡4鹿 57 松山 弘平 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 462－ 62：14．8 6．0�

813 キタサンバルカン 牡3鹿 54 北村 宏司�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 428－ 62：14．9	 2．9�
710 プ ル ク ラ 牡3栗 54 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 ハナ 3．7�
68 チェサピークベイ 牡3芦 54 三浦 皇成吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 492＋102：15．0	 11．6�
22 インペリアルフィズ 牡5栗 57 大野 拓弥 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B480＋14 〃 アタマ 20．1	
711 ゴールデンフィジー 牝4鹿 55 木幡 巧也吉田 照哉氏 牧 光二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 42：15．21
 170．5

44 チェリーレッド 牝3青鹿52 柴田 善臣佐藤 良二氏 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 454＋ 22：15．3� 22．7�
11 レ ロ ー ヴ 牝5鹿 55

54 ☆野中悠太郎今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 508－ 22：15．4� 200．4�
45 ワセダインブルー 牡4鹿 57 武 豊大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 438± 0 〃 アタマ 4．6
33 マイネルセリオン 牡3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 石郷岡 雅樹 B458＋ 82：15．61
 59．8�
812 ダノンアポロン 牡4鹿 57 戸崎 圭太�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 482－14 〃 ハナ 24．4�
57 プランスシャルマン �6栗 57 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 464＋ 22：16．13 173．9�
56  エスカレードフジ 牡3鹿 54

51 ▲菅原 明良ライオンレースホース� 林 徹 米 Bugle Hill
Farm, LLC 522＋ 62：16．2� 127．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，213，700円 複勝： 65，054，200円 枠連： 17，319，800円
馬連： 83，491，400円 馬単： 38，389，100円 ワイド： 60，560，300円
3連複： 118，591，600円 3連単： 151，315，900円 計： 581，936，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 190円 � 120円 � 130円 枠 連（6－8） 490円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 420円 �� 650円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 8，620円

票 数

単勝票数 計 472137 的中 � 62909（4番人気）
複勝票数 計 650542 的中 � 64774（4番人気）� 162063（1番人気）� 135590（2番人気）
枠連票数 計 173198 的中 （6－8） 27353（1番人気）
馬連票数 計 834914 的中 �� 63959（4番人気）
馬単票数 計 383891 的中 �� 16531（8番人気）
ワイド票数 計 605603 的中 �� 35336（4番人気）�� 21564（7番人気）�� 67756（1番人気）
3連複票数 計1185916 的中 ��� 61378（2番人気）
3連単票数 計1513159 的中 ��� 12713（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―25．0―38．5―51．2―1：03．7―1：16．0―1：28．2―1：40．2―1：51．7―2：02．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヴァイスブリッツ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス

2015．6．3生 牡4鹿 母 タニノジャドール 母母 タニノブーケ 3戦1勝 賞金 8，400，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ヴァイスブリッツ号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



25067 9月21日 曇 良 （1中山4） 第6日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時25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
1：47．6

重
重

22 スピアザゴールド �6鹿 57
54 ▲菅原 明良 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 21：54．6 7．6�
56 トレイントレイン 牡3黒鹿54 西田雄一郎�MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム B504－ 61：55．02� 12．8�
68 フィルストバーン �3黒鹿54 丸山 元気�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B462＋ 21：55．21� 2．8�
11 ネオヴィットーリア 牝5黒鹿55 吉田 豊小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 456－ 41：55．3クビ 16．7�
44 グリューネリヒト 牡3鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 高木 登 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：55．4� 5．6	
812 ペイシャリサ 牝5栗 55 田中 勝春北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 486＋ 41：55．61� 20．3

55 オ オ ゾ ラ 牡3鹿 54 丹内 祐次平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 546＋221：55．81� 11．1�
33 ゲンパチシャドウ 牡3鹿 54 江田 照男平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 勝春 B466＋ 21：55．9クビ 27．1�
811 マンノグランプリ 牡3鹿 54 菱田 裕二萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム B496－ 61：56．53� 3．7
710	 ベルウッドヘルタ 牡4鹿 57

56 ☆菊沢 一樹鈴木 照雄氏 高橋 文雅 浦河 中脇 満 510± 01：57．03 256．6�
79 	 ウエスタンマリーヤ 牝4鹿 55 内田 博幸西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 474－131：57．31
 87．5�
67 クリノセゴビア 牝6黒鹿 55

52 ▲小林 凌大栗本 博晴氏 蛯名 利弘 様似 様似渡辺牧場 B442± 01：58．15 213．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 30，065，100円 複勝： 38，729，400円 枠連： 12，626，000円
馬連： 62，975，500円 馬単： 29，548，900円 ワイド： 44，379，900円
3連複： 89，867，500円 3連単： 116，382，500円 計： 424，574，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 190円 � 290円 � 140円 枠 連（2－5） 2，220円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 7，450円

ワ イ ド �� 960円 �� 390円 �� 540円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 25，790円

票 数

単勝票数 計 300651 的中 � 31295（4番人気）
複勝票数 計 387294 的中 � 50788（3番人気）� 28193（5番人気）� 86029（1番人気）
枠連票数 計 126260 的中 （2－5） 4403（11番人気）
馬連票数 計 629755 的中 �� 13248（15番人気）
馬単票数 計 295489 的中 �� 2971（30番人気）
ワイド票数 計 443799 的中 �� 11099（14番人気）�� 31052（2番人気）�� 20847（5番人気）
3連複票数 計 898675 的中 ��� 22155（8番人気）
3連単票数 計1163825 的中 ��� 3271（88番人気）

ハロンタイム 12．7―12．6―13．6―13．2―12．6―12．4―12．3―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．3―38．9―52．1―1：04．7―1：17．1―1：29．4―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スピアザゴールド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．7．12 福島9着

2013．3．27生 �6鹿 母 キューティゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 18戦2勝 賞金 26，300，000円
［他本会外：1戦0勝］

25068 9月21日 曇 良 （1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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード3：32．3良

33 ディライトフル �8鹿 61 白浜 雄造�ノースヒルズ 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494＋143：35．6 2．4�

69 トラキアンコード �7芦 60 石神 深一原 �子氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 43：36．55 4．0�
58 トーヨーピース 牡5鹿 61 草野 太郎中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 478＋ 23：36．81� 14．0�
813 シゲルサツマイモ 牡4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング

フィールド牧場 490＋ 23：37．33 13．4�
11 レジェンドパワー �7黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 438－ 4 〃 クビ 110．1�
711 ブレイクスピアー 牡4青鹿60 熊沢 重文前田 葉子氏 長谷川浩大 新ひだか 田中 裕之 486－ 23：37．83 3．8	
814 ウ ル ラ ー レ 牡5栗 60 平沢 健治�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 498－ 43：38．65 22．7

57 メイショウゴウキ �5黒鹿60 北沢 伸也松本 和子氏 上村 洋行 安平 	橋本牧場 476－ 23：38．91� 34．3�
45 
 セガールフォンテン 牡9栗 60 江田 勇亮吉橋 興生氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 498± 03：39．0� 132．5�
610 ホウオウカーニバル 牡4鹿 60 上野 翔小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 466＋103：39．21� 237．5
46 サトノアッシュ 牡7鹿 60 金子 光希 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 下河辺牧場 488－103：39．3� 36．5�
34 エレガントクルーズ 牝4芦 58 小野寺祐太 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 530± 03：39．93� 55．6�
712 マイネルヴァッサー 牡6鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 432± 03：40．22 40．2�
22 ウインインスパイア 牡8黒鹿60 五十嵐雄祐�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 466＋ 23：44．3大差 41．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，450，000円 複勝： 35，007，900円 枠連： 17，329，900円
馬連： 59，688，800円 馬単： 31，589，500円 ワイド： 40，794，100円
3連複： 101，852，400円 3連単： 136，446，100円 計： 452，158，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 140円 � 270円 枠 連（3－6） 580円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 310円 �� 650円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 5，900円

票 数

単勝票数 計 294500 的中 � 96555（1番人気）
複勝票数 計 350079 的中 � 82664（1番人気）� 72616（2番人気）� 23391（5番人気）
枠連票数 計 173299 的中 （3－6） 23099（2番人気）
馬連票数 計 596888 的中 �� 74897（2番人気）
馬単票数 計 315895 的中 �� 24456（2番人気）
ワイド票数 計 407941 的中 �� 36968（3番人気）�� 15469（4番人気）�� 12371（8番人気）
3連複票数 計1018524 的中 ��� 36593（5番人気）
3連単票数 計1364461 的中 ��� 16755（10番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 51．8－3F 39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→	→�→�」
�
�
3＝13－9－11，1－10（4，8）（14，5）7，6，12＝2
3＝（13，9）1（11，8）＝（10，4）－14，5，7（12，6）＝2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディライトフル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2014．3．2 阪神3着

2011．2．7生 �8鹿 母 ラスティックフレイム 母母 Soviet Artic 障害：4戦3勝 賞金 42，227，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スプレーモゲレイロ号

追 加 記 事（第 4回中山競馬第 4日第 2競走）
〔その他〕　　イチゴパフェ号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。



25069 9月21日 曇 良 （1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，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

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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

44 ステイブラビッシモ 牡6鹿 57 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 470＋102：35．1 8．7�
67 サ ン シ ロ ウ 牡5鹿 57 勝浦 正樹合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B492－ 6 〃 クビ 8．9�
22 エフェクトオン 牡3黒鹿54 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 アタマ 6．3�
33 ニッポンテイオー 牡4鹿 57 松山 弘平新谷 幸義氏 大久保龍志 日高 チャンピオン

ズファーム 470＋162：35．2� 28．0�
810 カーロバンビーナ 牝4鹿 55 武藤 雅 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 410＋ 22：35．41	 34．8�
811 カイザーヴェッター 牡4青鹿57 丸山 元気 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B474－ 4 〃 クビ 20．9	
66 プランドラー 牡3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 476± 02：35．5� 1．8

78 グロンフォール 牡4鹿 57 内田 博幸 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 578＋ 42：35．6クビ 12．3�
79 ゼ ー ゲ ン 牡4青鹿57 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430± 0 〃 クビ 18．3
11 ウェディングベール 牝4芦 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 22：35．7
 53．3�
55 マ ス ラ オ �5栗 57 M．デムーロ �Gリビエール・レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 B438＋ 82：36．33� 17．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 55，226，300円 複勝： 81，097，200円 枠連： 20，189，200円
馬連： 104，708，300円 馬単： 50，057，700円 ワイド： 71，599，600円
3連複： 152，633，000円 3連単： 226，276，900円 計： 761，788，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 230円 � 220円 � 210円 枠 連（4－6） 720円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 6，450円

ワ イ ド �� 790円 �� 790円 �� 640円

3 連 複 ��� 5，020円 3 連 単 ��� 36，700円

票 数

単勝票数 計 552263 的中 � 50321（3番人気）
複勝票数 計 810972 的中 � 92495（4番人気）� 93404（3番人気）� 103525（2番人気）
枠連票数 計 201892 的中 （4－6） 21570（4番人気）
馬連票数 計1047083 的中 �� 29966（9番人気）
馬単票数 計 500577 的中 �� 5818（22番人気）
ワイド票数 計 715996 的中 �� 22925（10番人気）�� 23052（9番人気）�� 29294（4番人気）
3連複票数 計1526330 的中 ��� 22793（17番人気）
3連単票数 計2262769 的中 ��� 4469（126番人気）

ハロンタイム 7．4―12．0―12．4―12．6―12．7―14．1―13．0―13．1―11．4―11．6―11．5―11．4―11．9

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―19．4―31．8―44．4―57．1―1：11．2―1：24．2―1：37．3―1：48．7―2：00．3―2：11．8―2：23．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ステイブラビッシモ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．11．1 東京4着

2013．4．26生 牡6鹿 母 スイートフラッグ 母母 Serengeti Day 25戦4勝 賞金 92，970，000円

25070 9月21日 曇 良 （1中山4） 第6日 第10競走 ��
��1，200�セプテンバーステークス

発走15時10分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．9．22以降1．9．16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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

12 エ ス タ ー テ 牝4鹿 52 松岡 正海グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 長浜牧場 422－ 41：07．6 9．9�
59 エンゲージリング 牝4芦 52 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 日高 佐々木 康治 494＋121：07．7� 10．6�
23 ホープフルサイン 牡3黒鹿53 丹内 祐次 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 482＋ 21：07．8� 7．5�
35 � エムティアン 牝3青鹿51 武藤 雅�門別牧場 	島 一歩 新ひだか 漆原 武男 444± 0 〃 アタマ 6．0�
36 ナランフレグ 牡3栗 53 戸崎 圭太西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 468± 01：07．9� 3．2	
24 ナンヨーアミーコ 牡6栗 56 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 438＋ 41：08．0
 8．8

11 ゲンキチハヤブサ �7栗 53 内田 博幸荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 492＋ 21：08．1� 77．2�
510 ハーグリーブス 牡4芦 54 吉田 豊水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 498± 0 〃 アタマ 12．0�
714 パーリオミノル 牝6鹿 52 北村 宏司吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 21：08．2� 79．9
713 タケショウベスト 牝5鹿 53 三浦 皇成�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 482＋ 8 〃 クビ 27．1�
612� コパノディール 牝6黒鹿52 藤田菜七子小林 照弘氏 武藤 善則 むかわ 市川牧場 448＋ 61：08．51� 72．9�
611 コロラトゥーレ 牝5鹿 53 石橋 脩廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 468± 0 〃 クビ 13．3�
815 ショウナンアエラ 牡5黒鹿55 大野 拓弥国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 B490＋ 81：08．71� 31．5�
816 オデュッセウス �6鹿 55 野中悠太郎ユアストーリー 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 490－ 21：08．8� 29．6�
47 イ オ ラ ニ �8黒鹿52 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 21：08．9� 24．4�
（15頭）

48 ダイトウキョウ 牡7鹿 55 武 豊市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 464＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 55，204，900円 複勝： 89，853，000円 枠連： 47，553，600円
馬連： 167，823，500円 馬単： 61，560，100円 ワイド： 110，933，100円
3連複： 252，270，500円 3連単： 281，813，500円 計： 1，067，012，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 320円 � 390円 � 260円 枠 連（1－5） 2，340円

馬 連 �� 4，650円 馬 単 �� 7，750円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 1，410円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 11，900円 3 連 単 ��� 70，890円

票 数

単勝票数 差引計 552049（返還計 12146） 的中 � 44453（5番人気）
複勝票数 差引計 898530（返還計 24866） 的中 � 74221（5番人気）� 57457（8番人気）� 96895（3番人気）
枠連票数 差引計 475536（返還計 1381） 的中 （1－5） 15733（10番人気）
馬連票数 差引計1678235（返還計100840） 的中 �� 27957（20番人気）
馬単票数 差引計 615601（返還計 35993） 的中 �� 5955（33番人気）
ワイド票数 差引計1109331（返還計 75708） 的中 �� 21303（13番人気）�� 20201（16番人気）�� 19858（18番人気）
3連複票数 差引計2522705（返還計267876） 的中 ��� 15899（32番人気）
3連単票数 差引計2818135（返還計280096） 的中 ��� 2882（229番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．3―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―44．9―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ス タ ー テ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．9．2 新潟12着

2015．3．9生 牝4鹿 母 トウカイメガミ 母母 トウカイテネシー 19戦4勝 賞金 63，409，000円
〔競走除外〕 ダイトウキョウ号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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 トワイライトライフ号
（非抽選馬） 1頭 アーヒラ号

追 加 記 事（第 4回中山競馬第 5日第 8競走）
〔その他〕　　カウムディー号は，競走中に疾病〔左第 1指骨剥離骨折〕を発症。なお，同馬は「３

走成績による出走制限」の適用を除外。



25071 9月21日 曇 良 （1中山4） 第6日 第11競走 ��
��1，200�ながつきステークス

発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：08．7
1：08．7

重
重

713 ゴールドクイーン 牝4栗 57 古川 吉洋加藤 充彦氏 坂口 智康 浦河 浦河土肥牧場 454± 01：09．0 10．7�
611 ヒロシゲゴールド 牡4青鹿56 武 豊�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 466－ 81：09．85 3．1�
24 ラインシュナイダー 牡7鹿 57 藤井勘一郎大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 畠山牧場 468± 01：10．01	 42．0�
48 シ ュ ウ ジ 牡6鹿 59 三浦 皇成安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 502± 01：10．21	 9．2�
47 カフジテイク 牡7青鹿59 大野 拓弥加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 502＋ 4 〃 アタマ 22．1�
714 タ テ ヤ マ 牡5栗 57 松山 弘平小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 山田 政宏 466－ 81：10．3
 12．6	
59 クイーンズテソーロ 牝4栗 54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス
 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 466＋ 61：10．4
 30．1�
510 ハングリーベン 牡5鹿 56 野中悠太郎石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 B440－101：10．5
 54．3�
12 ニットウスバル 牡7鹿 57 柴田 大知�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 522＋ 41：10．6
 245．4
11 ウインオスカー 牡6鹿 57 菱田 裕二
ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 B506－ 2 〃 アタマ 18．6�
816 ヴァニラアイス 牝3鹿 52 戸崎 圭太�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 448－ 6 〃 アタマ 2．4�
36 シャインヴィットゥ 牡5芦 56 田中 勝春皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 482－ 11：10．7� 25．0�
23 � ベ ッ ク 牡8栗 56 横山 典弘細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 500－141：10．91	 96．5�
612 クリーンファンキー 牝6栗 54 松岡 正海石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 492± 01：11．32
 96．2�
35  ナンチンノン 牡8栗 58 武藤 雅加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 530－ 81：11．61� 235．7�
（15頭）

815 アポロノシンザン 牡7鹿 58 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 105，460，400円 複勝： 132，561，000円 枠連： 65，606，800円
馬連： 308，450，800円 馬単： 122，713，100円 ワイド： 180，049，500円
3連複： 474，700，100円 3連単： 637，909，100円 計： 2，027，450，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 370円 � 170円 � 630円 枠 連（6－7） 830円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 710円 �� 4，190円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 15，450円 3 連 単 ��� 75，090円

票 数

単勝票数 計1054604 的中 � 78697（4番人気）
複勝票数 計1325610 的中 � 85250（5番人気）� 262720（2番人気）� 45156（10番人気）
枠連票数 計 656068 的中 （6－7） 60575（3番人気）
馬連票数 計3084508 的中 �� 151050（4番人気）
馬単票数 計1227131 的中 �� 22526（13番人気）
ワイド票数 計1800495 的中 �� 68695（5番人気）�� 10656（43番人気）�� 24767（20番人気）
3連複票数 計4747001 的中 ��� 23040（54番人気）
3連単票数 計6379091 的中 ��� 6159（233番人気）

ハロンタイム 11．6―10．3―11．1―11．4―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．9―33．0―44．4―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F36．0
3 13，11（8，4）（9，16）10（1，14）2（3，7）（5，12）－6 4 13－11（8，4）（9，16）（1，10）（2，14）－（3，7）（5，12）6

勝馬の
紹 介

ゴールドクイーン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．6．17 阪神1着

2015．3．22生 牝4栗 母 サザンギフト 母母 モーニングミラー 12戦5勝 賞金 122，819，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔出走取消〕 アポロノシンザン号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
※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 シャイニービーム号・ドリームドルチェ号・ハットラブ号

25072 9月21日 曇 良 （1中山4） 第6日 第12競走 ��
��1，600�3歳以上2勝クラス

発走16時25分 （1000万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

47 モルフェオルフェ 牝4鹿 55
53 △木幡 育也並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 440＋ 41：32．9 11．3�

714 ブレイブメジャー 牡3鹿 55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 484－ 4 〃 アタマ 2．7�
23 サトノフォース 牡3黒鹿55 丸山 元気 �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 新ひだか 桜井牧場 454＋ 21：33．32� 4．3�
713 カ ル リ ー ノ 牡3鹿 55 内田 博幸 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 504＋ 21：33．4� 5．8�
510 ス カ ル バ ン 牡5鹿 57

54 ▲菅原 明良椎名 節氏 武井 亮 新冠 パカパカ
ファーム 502－10 〃 ハナ 12．3	

611 マイティーワークス 牝4青鹿 55
54 ☆横山 武史中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B474＋ 8 〃 クビ 59．6


36 ロードプレミアム 牡6黒鹿57 松山 弘平 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 500－ 2 〃 ハナ 18．7�
35 ネームユアポイズン 	5鹿 57 北村 宏司 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 464－ 8 〃 ハナ 39．7�
11 アドマイヤシナイ 牡5鹿 57 横山 典弘近藤 利一氏 上原 博之 洞
湖 レイクヴィラファーム 466＋ 2 〃 アタマ 8．3
59 シャインアロー 	7栗 57 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 468＋ 8 〃 ハナ 141．2�
48 グレンガリー 	4鹿 57 津村 明秀吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：33．5� 31．9�
12 ド ウ デ ィ 牡5鹿 57 丸田 恭介 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 480± 01：33．7� 72．9�
816� エ ミ ー リ オ 牡5鹿 57 石神 深一加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 504＋12 〃 アタマ 76．5�
612� ソールライト 牡4芦 57

56 ☆武藤 雅畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 博志 504＋101：33．91� 73．2�
815 ユアスイスイ 牝5栗 55 中井 裕二ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484－121：34．43 80．1�
24 ホウオウスクラム 牡4栗 57 大野 拓弥小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 502＋101：34．71� 199．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，358，600円 複勝： 97，587，600円 枠連： 44，560，600円
馬連： 161，419，900円 馬単： 65，821，200円 ワイド： 114，704，000円
3連複： 245，867，600円 3連単： 312，676，600円 計： 1，112，996，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 260円 � 130円 � 170円 枠 連（4－7） 930円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 5，370円

ワ イ ド �� 610円 �� 860円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 23，760円

票 数

単勝票数 計 703586 的中 � 49745（5番人気）
複勝票数 計 975876 的中 � 74653（5番人気）� 239697（1番人気）� 144079（2番人気）
枠連票数 計 445606 的中 （4－7） 36865（4番人気）
馬連票数 計1614199 的中 �� 68880（6番人気）
馬単票数 計 658212 的中 �� 9177（18番人気）
ワイド票数 計1147040 的中 �� 46243（6番人気）�� 31643（9番人気）�� 102137（1番人気）
3連複票数 計2458676 的中 ��� 66737（5番人気）
3連単票数 計3126766 的中 ��� 9537（57番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．3―11．2―11．3―11．2―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．1―46．3―57．6―1：08．8―1：20．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F35．3

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

モルフェオルフェ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．7．22 福島4着

2015．3．27生 牝4鹿 母 ス マ ッ シ ュ 母母 ロフティーエイム 19戦3勝 賞金 29，400，000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 ショワドゥロワ号



（1中山4）第6日 9月21日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

246，020，000円
7，780，000円
21，950，000円
1，780，000円
27，150，000円
69，996，500円
5，234，800円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
563，474，300円
890，778，200円
300，296，100円
1，222，308，400円
553，117，100円
837，433，400円
1，851，657，500円
2，437，045，500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 8，656，110，500円

総入場人員 16，570名 （有料入場人員 14，766名）
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