
２６０１３ ９月１２日 晴 良 （２２中山４）第２日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時１０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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

７８ ツクババレー 牝２鹿 ５４ 松岡 正海荻原 昭二氏 松山 康久 日高 ヤナガワ牧場 ４６４－１２１：０９．５ ３．８�

２２ メイショウエデン 牝２鹿 ５４ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 安平 ノーザンファーム ４１８＋ ６１：０９．７１� ４．９�
８９ ノンパッサーレ 牡２黒鹿 ５４

５２ △伊藤 工真佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム ４７０＋ ８１：０９．９１� ５．７�
１１ エクスペクト 牝２鹿 ５４ 津村 明秀佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド ４１０＋ ６１：１０．２１� １６．８�
４４ 	 エーシンビッグガン 牡２黒鹿５４ 内田 博幸�栄進堂 畠山 吉宏 米 Morgan’s

Ford Farm ４５２－ ６ 〃 クビ ４．７�
５５ ラ ベ ン ダ ー 牝２鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 秋山 雅一 浦河 ミルファーム ４２４－ ８１：１０．８３� １４１．７	
３３ コスモアスコット 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム ４３６－１４ 〃 アタマ ６７．１

８１０ ラブステラー 牝２黒鹿５４ 江田 照男増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 高橋 誠次 ４４０－ ８ 〃 ハナ １３．４�
６６ シルバートップ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４２２－ ２１：１１．２２� ７．０�
７７ ノアフェアリー 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎佐山 公男氏 堀井 雅広 新ひだか 石川 栄一 ４８８－ ８１：１１．６２� ９．１

（１０頭）

売 得 金

単勝： １３，６９７，９００円 複勝： ２５，１９２，７００円 枠連： １２，８０７，４００円

普通馬連： ５２，０９４，７００円 馬単： ３６，４７７，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，１４２，３００円

３連複： ６２，１２６，６００円 ３連単： １１２，４７２，７００円 計： ３３４，０１１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（２－７） ５２０円

普通馬連 �� ８２０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ４６０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，７９０円 ３ 連 単 ��� ８，２８０円

票 数

単勝票数 計 １３６９７９ 的中 � ２８６２２（１番人気）
複勝票数 計 ２５１９２７ 的中 � ４０２１１（３番人気）� ４５０２１（１番人気）� ３７９４０（４番人気）
枠連票数 計 １２８０７４ 的中 （２－７） １８３８０（１番人気）
普通馬連票数 計 ５２０９４７ 的中 �� ４６９５８（１番人気）
馬単票数 計 ３６４７７１ 的中 �� １８４１６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９１４２３ 的中 �� １５４５１（１番人気）�� ９９２３（７番人気）�� １２５６５（２番人気）
３連複票数 計 ６２１２６６ 的中 ��� ２５７２９（２番人気）
３連単票数 計１１２４７２７ 的中 ��� １００３６（５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．２―１１．６―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．８―４５．４―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツクババレー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー ２０１０．７．２４ 新潟１０着

２００８．２．８生 牝２鹿 母 ウェディングバレー 母母 Dime Queen ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 メイショウエデン号の騎手小島太一は，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３０，０００円。（９番・４番への

進路影響）



２６０１４ ９月１２日 晴 良 （２２中山４）第２日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時４０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

１：４８．２
１：４６．６

良

良

３３ マイネルメダリスト 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 ４５６＋ ２１：５０．１ １．２�

８８ グレイトフルレター 牡２鹿 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 安平 追分ファーム ４９６－１２ 〃 アタマ ４．３�
６６ マイネルバリュー 牡２青鹿５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 坂本 勝美 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋ ６１：５０．８４ １６．１�
２２ ジョンブルクリス 牡２栗 ５４ 小林 淳一�イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４４８＋ ６１：５０．９� ６０．１�
１１ オペラフォンテン 牝２栗 ５４ 北村 宏司吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 ４５０＋ ４ 〃 クビ ８０．６�
７７ スペースウォーク 牡２黒鹿５４ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 ４７０－ ２１：５１．８５ ２８．８	
４４ ニューブライトリー 牡２鹿 ５４ 江田 照男本間 茂氏 山内 研二 新ひだか 今 牧場 ４８４－ ２１：５２．２２� ４１．４

５５ サンキューレット 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎西村 專次氏 堀井 雅広 白老 社台牧場 ４４６＋ ２１：５２．９４ ２７６．３�

（８頭）

売 得 金

単勝： １８，４０８，１００円 複勝： ４９，１７４，３００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ４２，５７５，７００円 馬単： ４７，０８８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５７９，９００円

３連複： ３５，６４１，４００円 ３連単： １３８，０５５，４００円 計： ３４５，５２３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １００円 � １１０円 � １５０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １４０円 馬 単 �� １８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１０円 �� １８０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ２５０円 ３ 連 単 ��� ４８０円

票 数

単勝票数 計 １８４０８１ 的中 � １２７７２１（１番人気）
複勝票数 計 ４９１７４３ 的中 � ３６８４２８（１番人気）� ６１７２４（２番人気）� ２５２５８（３番人気）
普通馬連票数 計 ４２５７５７ 的中 �� ２２７７３３（１番人気）
馬単票数 計 ４７０８８６ 的中 �� ２０３６９５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５７９９ 的中 �� ５７１８７（１番人気）�� １５２７４（２番人気）�� １０７２２（４番人気）
３連複票数 計 ３５６４１４ 的中 ��� １０６８４７（１番人気）
３連単票数 計１３８０５５４ 的中 ��� ２１４４１５（１番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．９―１２．４―１２．７―１２．２―１２．３―１１．６―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．７―３８．１―５０．８―１：０３．０―１：１５．３―１：２６．９―１：３８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．８
１
３
８，３（１，６）（２，５）（４，７）
８，３（１，２，６）５（４，７）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルメダリスト �

父 ステイゴールド �


母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２０１０．７．２５ 新潟２着

２００８．４．１８生 牡２鹿 母 ツクバノーブル 母母 ハンキダイヤ ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円



２６０１５ ９月１２日 晴 良 （２２中山４）第２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

６７ グランデタキオン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４－ ６１：５６．９ ３．８�

７１０ レチタティーヴォ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝山上 和良氏 菊川 正達 日高 横井 哲 ４４０＋ ４１：５７．２２ ２．９�
３３ ブリリアントレッド 牡３鹿 ５６ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 浦河 昭和牧場 ５２８－ ２１：５７．３� １４．１�
５６ ハセハイダウェイ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸ニットー商事� 斎藤 誠 新冠 斉藤 安行 ４８８＋ ４１：５８．０４ ８．３�
５５ ラッキーカフェ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信今井 正一氏 小西 一男 日高 下河辺牧場 ４４８－ ８１：５８．１クビ ２４．０�
１１ コンシエンス 牡３鹿 ５６ 津村 明秀田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４７０－ ２１：５８．２� ９３．４�
４４ シルクレイズ 牡３黒鹿５６ 木幡 初広有限会社シルク柴田 政人 日高 中前 義隆 ４７４－ ４１：５８．６２� １７０．６	
６８ トゥルーマイハート 牡３青鹿５６ 石橋 脩 �グリーンファーム 堀 宣行 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 ５３２－１２１：５８．８１� ３．６�
７９ トゥルートゥルー 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太宮崎 利男氏 伊藤 正徳 浦河 有限会社
松田牧場 ５００－１０１：５９．０� ５６．４�

８１２ オリオンシチー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥 �友駿ホースクラブ 松永 康利 日高 富川田中牧場 ５０６＋ ２ 〃 ハナ １０．５
２２ トーアタッチダウン 牡３栗 ５６ 小林 淳一高山ランド� 鈴木 勝美 豊浦トーア牧場 ４７６－ ８２：０１．０大差 ３１６．１�
８１１ スカイミュージック 牡３鹿 ５６ 岩部 純二 �スカイツリーレーシング 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４３８－ ８２：０４．７大差 １７８．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，４３７，３００円 複勝： ２１，８２９，０００円 枠連： １４，８９５，５００円

普通馬連： ４３，９８８，３００円 馬単： ３６，０８３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，１８９，１００円

３連複： ５５，１０４，７００円 ３連単： １１５，１６８，５００円 計： ３１７，６９５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � ３６０円 枠 連（６－７） ２１０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １，１６０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １，９２０円 ３ 連 単 ��� １０，２８０円

票 数

単勝票数 計 １３４３７３ 的中 � ２７９４４（３番人気）
複勝票数 計 ２１８２９０ 的中 � ３８３４３（２番人気）� ７１１９３（１番人気）� ９９９１（６番人気）
枠連票数 計 １４８９５５ 的中 （６－７） ５４９０６（１番人気）
普通馬連票数 計 ４３９８８３ 的中 �� ７３５０５（２番人気）
馬単票数 計 ３６０８３０ 的中 �� ２３５１５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７１８９１ 的中 �� ２６６６９（２番人気）�� ３１２１（１３番人気）�� ５５４４（９番人気）
３連複票数 計 ５５１０４７ 的中 ��� ２１１９９（６番人気）
３連単票数 計１１５１６８５ 的中 ��� ８２７１（２７番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．３―１３．７―１４．０―１３．０―１２．８―１２．７―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．２―３８．９―５２．９―１：０５．９―１：１８．７―１：３１．４―１：４３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．２
１
３
６，９，７，８（５，１２）４（２，１０）１，３＝１１
６（９，８）（７，１０）３，５（１２，１）４－２＝１１

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

勝馬の
紹 介

グランデタキオン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００９．７．１１ 札幌１３着

２００７．１．１３生 牡３鹿 母 ラークホイッスル 母母 Find Happiness ８戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーアタッチダウン号・スカイミュージック号は，平成２２年１０月１２日まで平地競走に出走できな

い。



２６０１６ ９月１２日 晴 良 （２２中山４）第２日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時４０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

６１１� ワンナップアイテム 牡３栃栗５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 加 Mark Casse ４９２－ ４１：１２．９ ３．６�

５１０ シルキーブライド 牝３鹿 ５４
５２ △伊藤 工真有限会社シルク尾形 充弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０－１０ 〃 クビ １５．８�
２３ � ス イ レ ン 牝３鹿 ５４ 江田 照男シンボリ牧場 高橋 祥泰 米

Occidental
Thoroughbreds
& Sarum Farm

５０２± ０１：１３．０クビ ３．２�
２４ ミーヒチャラサン 牝３黒鹿５４ 北村 宏司��昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４４６＋ ６１：１３．３１� １２．２�
３６ ヤマニンマチュア 牝３栗 ５４ 田辺 裕信土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ２２７．６�
４８ ワールドヘリテージ 牡３青鹿５６ 横山 典弘吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ６１：１４．０４ ４．６�
７１４ マキシムサヤカ 牝３芦 ５４

５１ ▲水口 優也小田 廣美氏 鈴木 勝美 新冠 隆栄牧場 ４４４－ ２１：１４．６３� １９４．８	
８１６ バンブーオーシャン 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 B４９４± ０ 〃 クビ １０４．６

３５ テンエイレジェンド 牡３栗 ５６ 西田雄一郎熊坂富寿雄氏 坂本 勝美 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４８０－１６１：１５．０２� ７８．３�
７１３ テラノインパルス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊寺田 寿男氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 忠幸 ４４６－１０１：１５．１� ２８．６�
５９ ハックルベリー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸齊藤四方司氏 小桧山 悟 日高 下河辺牧場 ４５４－２６ 〃 クビ １４．０
４７ カゼノルビー 牝３鹿 ５４ 村田 一誠深井 孟氏 久保田貴士 日高 サンシャイン

牧場 ４００－ ８１：１５．３１ １２３．９�
６１２ エターナルブレス 牝３栗 ５４ 小林 淳一 �ユートピア牧場 清水 英克 登別 ユートピア牧場 B５０２＋ ８１：１５．７２� ３７３．０�
８１５ イタリアンカフェ 牝３青鹿５４ 青木 芳之�飛渡牧場 中川 公成 新冠 飛渡牧場 ４８０ ―１：１６．７６ ２７７．０�
１１ サクラデスティニー 牝３鹿 ５４ 小島 太一�さくらコマース小島 太 新ひだか 新和牧場 ４６２－ ６１：１７．３３� ７７．５�
１２ リッチチャンス 牡３黒鹿５６ 木幡 初広橋川 欣司氏 本間 忍 日高 日西牧場 ４７０－ ２ （競走中止） ６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，６５９，４００円 複勝： ２６，５５６，３００円 枠連： １５，５２４，８００円

普通馬連： ５５，１３８，１００円 馬単： ３８，７３４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７８６，７００円

３連複： ６４，４２８，３００円 ３連単： １１５，２２５，４００円 計： ３５２，０５３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � ２９０円 � １３０円 枠 連（５－６） １，１３０円

普通馬連 �� ２，６００円 馬 単 �� ４，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ２４０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ２，１４０円 ３ 連 単 ��� １４，９４０円

票 数

単勝票数 計 １６６５９４ 的中 � ３６５５９（２番人気）
複勝票数 計 ２６５５６３ 的中 � ５８０４６（２番人気）� １６３３３（６番人気）� ７２０１５（１番人気）
枠連票数 計 １５５２４８ 的中 （５－６） １０１６５（６番人気）
普通馬連票数 計 ５５１３８１ 的中 �� １５６８２（１０番人気）
馬単票数 計 ３８７３４２ 的中 �� ７１５４（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７８６７ 的中 �� ５５７０（１１番人気）�� ２４８３２（１番人気）�� ５６２４（１０番人気）
３連複票数 計 ６４４２８３ 的中 ��� ２２２３９（５番人気）
３連単票数 計１１５２２５４ 的中 ��� ５６９５（４０番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．１―１２．２―１３．０―１４．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．４―４５．６―５８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．６―３F３９．５
３ ２（４，５）－（３，７）６，１０，１６（１，１１）９（８，１４）＝（１３，１２）＝１５ ４ ２，４，５（６，３）（７，１０）１１－１６，８（１，９）１４－（１３，１２）＝１５

勝馬の
紹 介

�ワンナップアイテム �
�
父 Closing Argument �

�
母父 West by West デビュー ２００９．１１．１４ 東京３着

２００７．３．１４生 牡３栃栗 母 Pyrite Or Bust 母母 I’m Select ８戦１勝 賞金 １２，５００，０００円
〔競走中止〕 リッチチャンス号は，競走中に疾病〔左中手骨開放骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 サクラデスティニー号は，最後の直線コースで競走を中止した馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」

の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 エアベルヘザー号・カレンデュラヴ号・ダンドリュー号



２６０１７ ９月１２日 晴 良 （２２中山４）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０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

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

１１ アイアムエレガント 牝２黒鹿５４ 内田 博幸堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８６ ―２：０１．８ ２．６�

６６ クリーンイメージ 牡２栗 ５４ 松岡 正海石橋 和夫氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４２６ ―２：０２．０１ １７．９�
８９ ベストオブケン 牡２黒鹿５４ 田中 勝春中西 健造氏 清水 英克 新冠 川上牧場 ４６４ ―２：０２．２１ ５．４�
５５ ティアップブレイズ 牡２鹿 ５４ 江田 照男田中 昇氏 高木 登 新ひだか 三木田 頼嗣 ５０８ ―２：０２．５２ １１．２�
４４ マイネルクォンタム 牡２栃栗５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 河野 通文 新ひだか 城地 清満 ４７２ ―２：０２．６� ３．８�
７７ コスモリンゴスキー 牡２黒鹿５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 新井 昭二 ５１６ ―２：０２．８１� ２８．９	
２２ ボンバルドマン 牡２鹿 ５４ 吉田 豊�前川企画 尾形 充弘 日高 メイプルファーム ４５６ ―２：０３．３３ ８．３

３３ ティンバーレイク 牡２鹿 ５４ 北村 宏司シンボリ牧場 坂本 勝美 日高 坂東ファーム ５５４ ―２：０３．９３� ３１．０�
８８ モエレフォルテ 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝中村 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 ４４４ ― 〃 ハナ １１．５�

（９頭）

売 得 金

単勝： １４，６１９，５００円 複勝： １９，７３９，６００円 枠連： １０，８６２，８００円

普通馬連： ３９，３３９，８００円 馬単： ３３，２６６，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２，５６６，４００円

３連複： ４１，８７５，４００円 ３連単： ９０，０６０，２００円 計： ２６２，３２９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � ５００円 � １７０円 枠 連（１－６） ４，５２０円

普通馬連 �� ３，８７０円 馬 単 �� ５，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１００円 �� ３３０円 �� １，７１０円

３ 連 複 ��� ４，８６０円 ３ 連 単 ��� ３０，８９０円

票 数

単勝票数 計 １４６１９５ 的中 � ４５５３２（１番人気）
複勝票数 計 １９７３９６ 的中 � ５７８１７（１番人気）� ６７８８（８番人気）� ３０８６１（３番人気）
枠連票数 計 １０８６２８ 的中 （１－６） １７７７（１５番人気）
普通馬連票数 計 ３９３３９８ 的中 �� ７５１５（１５番人気）
馬単票数 計 ３３２６６１ 的中 �� ４５０１（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２５６６４ 的中 �� ２６４９（１６番人気）�� １０９７０（２番人気）�� １６６８（２４番人気）
３連複票数 計 ４１８７５４ 的中 ��� ６３５９（１９番人気）
３連単票数 計 ９００６０２ 的中 ��� ２１５２（１０４番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．７―１５．１―１５．０―１４．１―１３．５―１３．２―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．６―４０．７―５５．７―１：０９．８―１：２３．３―１：３６．５―１：４８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３８．５
１
３
１，８（６，７）（４，９）（３，５）２・（１，８，７）９（６，４，５）（３，２）

２
４

・（１，８）（６，７）（４，９）（３，５）２・（１，８，７，９）（６，４，５）（３，２）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アイアムエレガント 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 Rahy 初出走

２００８．５．５生 牝２黒鹿 母 フサイチエレガンス 母母 Exclusive Bird １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。



２６０１８ ９月１２日 晴 良 （２２中山４）第２日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１３時００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
１：３３．１

良

良

６６ ダイワモービル 牡２黒鹿５４ 後藤 浩輝大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ４８６ ―１：３６．３ ９．２�

５５ ダイワベルベ 牡２鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５８ ― 〃 アタマ ２．９�
７８ メルトアウェイ 牡２栗 ５４ 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 ４２４ ―１：３６．８３ ３．１�
３３ ゴールドスマイル 牡２鹿 ５４ 青木 芳之居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４５０ ―１：３６．９� １２．１�
８１０ マリーズタイム 牝２鹿 ５４ 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４４８ ―１：３７．１１� ３９．３�
７７ メジロアマギ 牝２栗 ５４ 吉田 豊�メジロ牧場 尾関 知人 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４５２ ― 〃 クビ １１．５�
４４ タ ー フ ェ ル 牡２栗 ５４ 内田 博幸伊達 敏明氏 斎藤 誠 日高 サンシャイン

牧場 ４８２ ―１：３７．２クビ ４．８	
８９ トーセンレラ 牡２青鹿５４ 江田 照男島川 
哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム ４８０ ―１：３７．５２ ４１．８�
１１ アンナオブラプター 牝２栗 ５４ 田中 勝春佐藤 恭永氏 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４８ ―１：３８．０３ ２６．６�
（アンナバイアリー）

２２ コスモデナリ 牡２栗 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 清水 利章 浦河 宮内牧場 ４７４ ― 〃 ハナ ４９．９

（１０頭）

売 得 金

単勝： １６，６２６，０００円 複勝： ２０，２１７，２００円 枠連： １１，２０１，１００円

普通馬連： ４６，９６６，１００円 馬単： ３５，０１０，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５，６７５，３００円

３連複： ４７，１７９，０００円 ３連単： ９５，１８６，５００円 計： ２８８，０６１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ２１０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（５－６） １，１８０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� ３，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ５７０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� １，２００円 ３ 連 単 ��� １１，９１０円

票 数

単勝票数 計 １６６２６０ 的中 � １４２７９（４番人気）
複勝票数 計 ２０２１７２ 的中 � １８１０３（４番人気）� ４５６９８（２番人気）� ５２６１５（１番人気）
枠連票数 計 １１２０１１ 的中 （５－６） ７０５５（５番人気）
普通馬連票数 計 ４６９６６１ 的中 �� ２７６５５（４番人気）
馬単票数 計 ３５０１０２ 的中 �� ７４０５（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５６７５３ 的中 �� ８８８６（４番人気）�� ５９８３（７番人気）�� ２２２７５（１番人気）
３連複票数 計 ４７１７９０ 的中 ��� ２９１６７（２番人気）
３連単票数 計 ９５１８６５ 的中 ��� ５８９９（３３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．６―３６．６―４８．７―１：００．９―１：１２．９―１：２４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．４

３ ５，６（３，８）９，７，１０－４－（２，１）
２
４

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

勝馬の
紹 介

ダイワモービル �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Unbridled 初出走

２００８．２．１７生 牡２黒鹿 母 フリーフォーギブン 母母 Redeemer １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ゴールドスマイル号の騎手青木芳之は，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。（４番への進

路影響）



２６０１９ ９月１２日 晴 良 （２２中山４）第２日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

２３ ローブドヴルール 牝４鹿 ５５ 内田 博幸�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム ４７８＋ ４１：１１．０ ２．３�

７１３ タマモワルツ 牝３鹿 ５３ 田辺 裕信タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ４８０－ ２１：１１．４２� ４７．５�
６１１ ナカヤママニッシュ 牝３鹿 ５３

５０ ▲平野 優和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４８４－１４１：１１．５クビ ４．９�
７１４ グローリーステップ 牝３鹿 ５３

５０ ▲水口 優也 �社台レースホース加藤 征弘 安平 追分ファーム ４６４＋ ４ 〃 クビ ７０．９�
１２ ノボレインボー 牝４芦 ５５ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ４８６＋ ４１：１１．６クビ ８．１�
１１ ケージーカンザクラ 牝４鹿 ５５ 江田 照男川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４６４＋ ２１：１１．７� ２０．４	
５１０� ホワイトジュエル 牝３芦 ５３ 木幡 初広 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４４６＋ ２１：１１．９１� １８３．６

３５ フレイムヴェイン 牝３栗 ５３ 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ４１：１２．１� ９．３�
８１６� カインドオブブルー 牝４黒鹿５５ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４８０－ ４ 〃 ハナ ３５．９�
８１５ イグナイトカフェ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４８０－ ４１：１２．２� ２５．０
５９ コ ス モ レ ニ 牝３黒鹿 ５３

５１ △伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 石原牧場 ４５２± ０１：１２．４� ９．８�
２４ サマーコード 牝３鹿 ５３ 津村 明秀石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 �渡 信義 ４３０＋ ６１：１２．５� １４５．６�
４７ ベネディーレ 牝３鹿 ５３ 村田 一誠�大樹ファーム 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４６８－ ２１：１２．６� ２０．９�
３６ オーダーラッシュ 牝３栗 ５３ 石橋 脩 �サンデーレーシング 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４３８＋１０１：１３．０２� １５．４�
６１２� オメガドルチェ 牝４栗 ５５ 北村 宏司原 �子氏 坂本 勝美 新ひだか 岡田スタツド ４６８＋ ４１：１３．１� ２１４．４�
４８ � レディーキセキ 牝３鹿 ５３ 武士沢友治宮崎 金造氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４０８－ ８１：１４．１６ １５６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，８７９，７００円 複勝： ３８，３１８，８００円 枠連： ２１，３１７，９００円

普通馬連： ７８，４４５，１００円 馬単： ５２，７１６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，４２２，８００円

３連複： ９３，４６４，９００円 ３連単： １６２，７６６，８００円 計： ４９９，３３２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ７４０円 � １７０円 枠 連（２－７） ３，８００円

普通馬連 �� ６，１２０円 馬 単 �� ８，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５５０円 �� ２７０円 �� ３，２８０円

３ 連 複 ��� ８，６７０円 ３ 連 単 ��� ４９，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２２８７９７ 的中 � ７９６９９（１番人気）
複勝票数 計 ３８３１８８ 的中 � １１６７１３（１番人気）� ８２６４（１１番人気）� ６２５０１（２番人気）
枠連票数 計 ２１３１７９ 的中 （２－７） ４１５１（１６番人気）
普通馬連票数 計 ７８４４５１ 的中 �� ９４６５（２１番人気）
馬単票数 計 ５２７１６７ 的中 �� ４７７５（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９４２２８ 的中 �� ４２４８（１７番人気）�� ３３１２５（１番人気）�� １９５６（４１番人気）
３連複票数 計 ９３４６４９ 的中 ��� ７９６４（２８番人気）
３連単票数 計１６２７６６８ 的中 ��� ２４１１（１５３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．０―１２．１―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．６―４５．７―５８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３７．４
３ ・（３，１１）１６（１，６，１２，１４）２（５，１３）（４，７）１５，１０－（８，９） ４ ３（１１，１６）（１，１４）（２，６，１２，１３）（４，５）（７，１５）１０（８，９）

勝馬の
紹 介

ローブドヴルール �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．１０．１８ 東京４着

２００６．５．１０生 牝４鹿 母 エアカボッション 母母 ブリリアントカット ２５戦２勝 賞金 ５３，４００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ケイツーノース号・マンダリンレイ号



２６０２０ ９月１２日 晴 良 （２２中山４）第２日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

３６ タイキブリリアント 牡６栗 ５７ 吉田 豊�大樹ファーム 松山 将樹 大樹 大樹ファーム ５１８＋１０１：３３．４ ２３．２�

５９ ドリームバスケット 牡３栗 ５５ 後藤 浩輝セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム B４５６＋ ４１：３３．６１� ２．０�
２４ トモロマイスター 牡３黒鹿５５ 武士沢友治廣崎 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４５０＋ ８ 〃 クビ ２５．８�
５１０� ロードカイザー 牡４鹿 ５７

５５ △伊藤 工真 �ロードホースクラブ 河野 通文 新冠 イワミ牧場 ４６０－ ２ 〃 ハナ １０．４�
３５ 	 ヒシドンネル 
５青鹿５７ 田中 博康阿部雅一郎氏 久保田貴士 米

Hill ’N’ Dale
Farm & Clas-
sic Reign, LLC

B４９６＋ ４１：３３．７� ４１．４�
１１ サウスエンピリカル 牝５青鹿５５ 江田 照男南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 節雄 ４５２＋ ４１：３３．８� ５．９	
２３ � イノセントスカイ 
５鹿 ５７ 松岡 正海前田 幸治氏 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６± ０１：３３．９� １５．９

４７ フェルミオン 牝４鹿 ５５ 横山 典弘 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４０４－１４１：３４．０クビ １５．０�
６１２ テ ィ ア レ 牝３芦 ５３ 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 ４９０－ ２ 〃 クビ １０．４�
１２ トウショウパンサー 牡４黒鹿５７ 大庭 和弥トウショウ産業� 浅野洋一郎 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４２６－１０１：３４．１クビ １０７．６
８１６ ラジャポネーズ 牝３鹿 ５３ 田中 勝春�ミルファーム 伊藤 大士 日高 正和山本牧場 ４３２＋ ８１：３４．３１� ８．３�
６１１	 エ ビ デ ン ス 牡３鹿 ５５ 木幡 初広佐藤 壽男氏 宗像 義忠 米

Kidder, Robenalt,
J. K. Griggs &
Linda Griggs

５３０± ０ 〃 ハナ ９９．７�
７１３ エンダーズシャドウ 牡３黒鹿５５ 北村 宏司飯塚 知一氏 斎藤 誠 平取 坂東牧場 B４６４＋ ４ 〃 ハナ １２４．６�
７１４� マヤノプディーナ 牝５栗 ５５ 津村 明秀田所 英子氏 武市 康男 門別 天羽牧場 ４７０＋ ２１：３４．５１� ３０３．０�
４８ シャイニーカフェ 牝５青鹿５５ 二本柳 壮西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４３４－１８１：３４．９２� ７９．５�
８１５� トーセンボー 牡３鹿 ５５ 郷原 洋司島川 �哉氏 中島 敏文 日高 有限会社 エ

スティファーム ４７０－ ６１：３５．１１� ４２０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，４１５，３００円 複勝： ３７，４５９，９００円 枠連： ２４，４７９，６００円

普通馬連： ８９，１７７，０００円 馬単： ５９，３３９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，２２２，５００円

３連複： ９９，９５５，６００円 ３連単： １８８，５８０，８００円 計： ５５７，６３０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３２０円 複 勝 � ７１０円 � １３０円 � ４５０円 枠 連（３－５） １，５６０円

普通馬連 �� ３，５３０円 馬 単 �� １０，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３７０円 �� ５，９６０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� １７，６９０円 ３ 連 単 ��� １６４，９００円

票 数

単勝票数 計 ２６４１５３ 的中 � ８９９３（８番人気）
複勝票数 計 ３７４５９９ 的中 � ９９４７（１０番人気）� １１９３３２（１番人気）� １６９４８（７番人気）
枠連票数 計 ２４４７９６ 的中 （３－５） １１６４９（７番人気）
普通馬連票数 計 ８９１７７０ 的中 �� １８６６８（１３番人気）
馬単票数 計 ５９３３９４ 的中 �� ４１７６（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２２２２５ 的中 �� ５７７８（１４番人気）�� １２７２（５２番人気）�� １０８６９（７番人気）
３連複票数 計 ９９９５５６ 的中 ��� ４１７２（５６番人気）
３連単票数 計１８８５８０８ 的中 ��� ８４４（４５２番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．３―１１．９―１１．７―１１．６―１１．８―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．４―３５．３―４７．０―５８．６―１：１０．４―１：２１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．８

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

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

タイキブリリアント �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Ogygian デビュー ２００７．９．２ 新潟１着

２００４．４．１６生 牡６栗 母 タイキダイヤ 母母 Patently Clear ７戦３勝 賞金 ２５，３４５，０００円
〔発走時刻の変更〕 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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 アポロストーム号・シンボリカージナル号・シンボリマルセイユ号・トウカイフィット号・メイショウデューイ号



２６０２１ ９月１２日 晴 良 （２２中山４）第２日 第９競走 ��１，２００�
う ら や す

浦 安 特 別
発走１４時３５分 （ダート・右）

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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１２ サルバドールアスカ 牡４栗 ５７ 北村 宏司則武 輝一氏 伊藤 大士 新冠 坂元牧場 ４６８－ ２１：１０．７ ２．４�

１１ レッドターキー 牝５栗 ５５ 田中 勝春松本夫佐子氏 古賀 史生 静内 神垣 道弘 B４７２－ ８ 〃 クビ ４．４�
８１４ ミッキーフォルテ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 ５３４－ ６１：１０．９１� １１．０�
６９ シュンカジョウ 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４６６＋１２１：１１．４３ ８０．７�
５８ ミッキーデジタル 牡３栗 ５５ 後藤 浩輝野田みづき氏 森 秀行 新ひだか 千代田牧場 ４４４＋１２ 〃 クビ ４．６�
３４ トップオブボストン 牡５鹿 ５７ 石橋 脩横瀬 寛子氏 飯田 雄三 浦河 桑田フアーム B５５８－ ２１：１１．８２� ９１．３�
８１３ レットイットライド �６鹿 ５７ 江田 照男本田 康博氏 武藤 善則 浦河 本巣 敦 ４７０－２４ 〃 クビ ３９．２�
７１１ ケージーファントム 牡６栗 ５７ 内田 博幸川井 五郎氏 水野 貴広 三石 松本牧場 ５１０－ ２１：１１．９� ８．７	
４５ トムアウトランダー 牡５栗 ５７ 吉田 豊庄野 昭彦氏 佐藤 吉勝 門別 庄野牧場 B４８６－１０ 〃 クビ １５．５

３３ タツタイコウ 牡５栗 ５７ 大庭 和弥鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス

ファーム ５２０＋ ２１：１２．０クビ １８８．０�
４６ スマートリーズン 牡５黒鹿５７ 武士沢友治岡田 牧雄氏 加藤 和宏 三石 萩澤 俊雄 ４７２－ ４ 〃 クビ ３０．７�
６１０ リ ュ ウ メ イ 牝５鹿 ５５ 小林 淳一福井 章哉氏 清水 英克 森 笹川大晃牧場 ４７４± ０１：１２．６３� ７１．５
５７ メジロシーゴー 牝５栗 ５５ 津村 明秀�メジロ牧場 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 B４５０－ ２１：１２．７� ７１．７�

（１３頭）
２２ トーセンベルファム 牝５鹿 ５５ 伊藤 工真島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２６，０８８，１００円 複勝： ３４，５１５，１００円 枠連： ２３，８５９，３００円

普通馬連： ９４，６３１，４００円 馬単： ６２，３８４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，１５４，７００円

３連複： ９８，３９１，２００円 ３連単： ２０２，８１８，２００円 計： ５７０，８４２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ２５０円 枠 連（１－７） ４７０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� ９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ４９０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� １，９６０円 ３ 連 単 ��� ７，０１０円

票 数

単勝票数 差引計 ２６０８８１（返還計 ４４８） 的中 � ８８６７８（１番人気）
複勝票数 差引計 ３４５１５１（返還計 １６７０） 的中 � ９５９５６（１番人気）� ５８８７０（２番人気）� ２７２６７（５番人気）
枠連票数 差引計 ２３８５９３（返還計 ６４１） 的中 （１－７） ３７６５４（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ９４６３１４（返還計 ５７５１） 的中 �� １２２５２０（１番人気）
馬単票数 差引計 ６２３８４８（返還計 ３３５９） 的中 �� ４６７２６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２８１５４７（返還計 １２２１） 的中 �� ３１６３２（１番人気）�� １３６２５（５番人気）�� ６６９６（１４番人気）
３連複票数 差引計 ９８３９１２（返還計 ９９４４） 的中 ��� ３７０８３（６番人気）
３連単票数 差引計２０２８１８２（返還計 ２１６３３） 的中 ��� ２１３７５（１２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．２―１１．１―１２．２―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．２―３３．３―４５．５―５７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３７．４
３ ４－８，１２，１４（１，１０）（７，１３）（９，６，１１）（３，５） ４ ４－（８，１２）１４（１，１３，１０）（９，６）１１（３，７）５

勝馬の
紹 介

サルバドールアスカ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マ ラ キ ム デビュー ２００８．６．２８ 福島４着

２００６．５．１０生 牡４栗 母 ブランドセーヌ 母母 プリンセスロツチ １８戦４勝 賞金 ４９，２５８，０００円
〔出走取消〕 トーセンベルファム号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。



２６０２２ ９月１２日 晴 良 （２２中山４）第２日 第１０競走 ��
��２，０００�レインボーステークス

発走１５時１０分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５４�４歳
以上５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

７７ コロンバスサークル 牝４黒鹿５５ 横山 典弘吉田 照哉氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４５０－ ４２：００．１ ５．７�

８１０� モエレビクトリー 牡４黒鹿５７ 郷原 洋司西森 鶴氏 的場 均 新ひだか 中村 和夫 ５０４＋ ２２：００．２� ４．１�
３３ アースシンボル 牝５鹿 ５５ 北村 宏司松山 増男氏 宗像 義忠 三石 城地 清満 ４６４－１０ 〃 ハナ ５１．２�
１１ カレイジャスミン 牝５鹿 ５５ 木幡 初広ディアレスト 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ５１０－ ４２：００．３	 ４７．０�
８９ バルバレスコ 牡７鹿 ５７ 津村 明秀北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４６８－ ４ 〃 クビ ９５．２�
６６ スズジュピター 牡５黒鹿５７ 田中 勝春小紫惠美子氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４７０－１０２：００．４� １５．６�
２２ リクエストソング 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４８０－ ８２：００．５クビ １．８	
４４ � アサティスボーイ 牡６鹿 ５７ 江田 照男廣松 金次氏 境 征勝 新冠 八木サニー

ファーム ４４６＋ ２２：００．７１
 ７．５

７８ アサヒバロン 牡６鹿 ５７ 石橋 脩寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ５１４－ ４ 〃 クビ １３１．７�
５５ ロードキャニオン �６鹿 ５７ 小林 淳一 �ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム ４７６＋ ４２：０１．３３� １７３．８

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３７，２３３，６００円 複勝： ５５，４９１，３００円 枠連： ２２，１４９，５００円

普通馬連： １１５，８１３，９００円 馬単： ９０，１４７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，１２１，５００円

３連複： １２５，４３０，９００円 ３連単： ３５７，７２０，４００円 計： ８４１，１０８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２７０円 � ２２０円 � １，１００円 枠 連（７－８） １，２３０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ３，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ２，２３０円 �� ２，２６０円

３ 連 複 ��� １４，８８０円 ３ 連 単 ��� ５２，６４０円

票 数

単勝票数 計 ３７２３３６ 的中 � ５２２５２（３番人気）
複勝票数 計 ５５４９１３ 的中 � ５８０８２（４番人気）� ７８１９５（３番人気）� １０７７５（７番人気）
枠連票数 計 ２２１４９５ 的中 （７－８） １３３３８（５番人気）
普通馬連票数 計１１５８１３９ 的中 �� ６０４８１（６番人気）
馬単票数 計 ９０１４７７ 的中 �� ２０９８８（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７１２１５ 的中 �� １６６５７（７番人気）�� ３９６３（１８番人気）�� ３９１１（１９番人気）
３連複票数 計１２５４３０９ 的中 ��� ６２２５（３６番人気）
３連単票数 計３５７７２０４ 的中 ��� ５０１６（１２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．０―３６．８―４９．３―１：０１．９―１：１３．６―１：２５．２―１：３６．７―１：４８．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コロンバスサークル �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．９ 東京７着

２００６．２．４生 牝４黒鹿 母 マンハッタンフィズ 母母 サトルチェンジ １８戦５勝 賞金 ７８，６０８，０００円



２６０２３ ９月１２日 晴 良 （２２中山４）第２日 第１１競走 ��
��１，６００�第５５回京成杯オータムハンデキャップ（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
３歳以上，２１．９．１２以降２２．９．５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

京成電鉄株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５１１，０００円 １４６，０００円 ７３，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

５７ ファイアーフロート 牡４鹿 ５５ 津村 明秀臼田 浩義氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４７４－ ８１：３２．８ ７．７�

６９ キョウエイストーム 牡５芦 ５４ 石橋 脩田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４３２－ ４ 〃 ハナ １１．９�
３３ キョウエイアシュラ 牡３鹿 ５４ 内田 博幸田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４４６± ０１：３３．０１ ９．０�
１１ � フライングアップル 牡６鹿 ５５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 McKee Sta-

bles, Inc. ５０２－ ２ 〃 ハナ ６．２�
４６ サ ン カ ル ロ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０－ ６ 〃 クビ ７．１�
８１４ メイショウレガーロ 牡６黒鹿５６ 村田 一誠松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６２± ０１：３３．２１� ２０．８�
７１１ テイエムアタック 牡６栗 ５４ 後藤 浩輝竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４９２－ ６ 〃 ハナ １８．１	
５８ ダイシンプラン 牡５栗 ５５ 田辺 裕信大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１０－ ６ 〃 ハナ １５．５

６１０ セイクリッドバレー 牡４栗 ５６．５ 松岡 正海吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ４ 〃 アタマ ３．７�
４５ ムラマサノヨートー 牡６栗 ５４ 田中 勝春新井 孝治氏 牧 光二 浦河 岡本 昌市 ４９８－ ２１：３３．３クビ ９．５�
８１３� ダイワマックワン 牡５鹿 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６０－ ６ 〃 クビ ９７．１
７１２ キャプテンベガ 牡７黒鹿５６．５ 田中 博康吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４２－ ４ 〃 ハナ ２４．３�
２２ ピサノパテック 牡８栗 ５４ 伊藤 工真市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ４９６－ ６１：３３．４クビ １３９．１�
３４ � ファストロック 牡６栗 ５４ 北村 宏司広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Quay

Bloodstock ５００＋ ２１：３４．４６ ３２．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０２，７８５，６００円 複勝： １５４，５２２，４００円 枠連： １２９，１８３，６００円

普通馬連： ６６０，１３５，０００円 馬単： ３２３，３３５，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６０，０１２，５００円

３連複： ８１０，６１５，５００円 ３連単： １，５７４，６６１，７００円 計： ３，９１５，２５１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２８０円 � ３３０円 � ３３０円 枠 連（５－６） ７３０円

普通馬連 �� ３，６５０円 馬 単 �� ７，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１９０円 �� １，４６０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� １１，６５０円 ３ 連 単 ��� ６６，０００円

票 数

単勝票数 計１０２７８５６ 的中 � １０６２８６（４番人気）
複勝票数 計１５４５２２４ 的中 � １５１２９５（４番人気）� １２１８７５（７番人気）� １２３６７３（６番人気）
枠連票数 計１２９１８３６ 的中 （５－６） １３０８９６（２番人気）
普通馬連票数 計６６０１３５０ 的中 �� １３３７０２（１８番人気）
馬単票数 計３２３３３５５ 的中 �� ３２１５４（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６００１２５ 的中 �� ３３４８８（１５番人気）�� ２６８５１（２４番人気）�� ２９１４３（１９番人気）
３連複票数 計８１０６１５５ 的中 ��� ５１３７２（５３番人気）
３連単票数 計１５７４６６１７ 的中 ��� １７６１０（２６１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１１．４―１１．７―１１．４―１１．２―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２４．０―３５．４―４７．１―５８．５―１：０９．７―１：２１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４５．７―３F３４．３

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

勝馬の
紹 介

ファイアーフロート �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Tabasco Cat デビュー ２００８．１１．２ 東京４着

２００６．４．１７生 牡４鹿 母 バーニングウッド 母母 Wood So １２戦６勝 賞金 １１２，８９０，０００円



２６０２４ ９月１２日 晴 良 （２２中山４）第２日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１３ ロジスプリング 牡３栗 ５４ 横山 典弘久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４７４＋ ６１：５５．６ １．７�

４６ � フ ー ガ 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝吉田 貴俊氏 勢司 和浩 浦河 金成吉田牧場 ４６４－ ８１：５５．９１� １１．８�
５７ トゥザサミット 牡３鹿 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４５０－１４ 〃 クビ ６．２�
８１４ ベルモントパッシオ 牡５青鹿５７ 田中 勝春 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ５０８－ ２１：５６．０� １８．５�
３４ トーセンルーチェ 牡４栗 ５７

５５ △伊藤 工真島川 �哉氏 鈴木 康弘 新冠 ハシモトフアーム ５５６＋ ４ 〃 ハナ ４．９�
３３ オンワードチアフル 牝３栗 ５２ 小野 次郎	オンワード牧場 郷原 洋行 新冠 高橋 忍 ４８６－ ２１：５６．３２ １８８．７

５８ フェーズシックス 牡４栗 ５７ 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム ４５０－ ４１：５６．４クビ １９．８�
４５ � スプリングナイル 牡４鹿 ５７ 武士沢友治加藤 春夫氏 成島 英春 様似 堀 弘康 B４６８± ０ 〃 ハナ ７３．２�
１１ � リリーザサン 牡５栗 ５７

５４ ▲平野 優栗嶋 豊明氏 石栗 龍彦 浦河 谷川牧場 ４９６－ ２１：５６．９３ １３６．０
７１２ エイチエヌイーグル 牡３鹿 ５４ 大庭 和弥鳴田 啓志氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４４８－１２１：５９．３大差 ３１１．１�
６９ � ストロングウェイブ 牡４栗 ５７ 郷原 洋司林 勝宗氏 郷原 洋行 新ひだか レースホース ４５８＋ ６１：５９．６１� ３７０．８�
６１０� ホウザンドラゴン �４青鹿５７ 西田雄一郎加藤 豊三氏 古賀 史生 むかわ 清水ファーム ４８４＋ ４２：００．３４ ３６６．９�
２２ クリアソウル 牝４栗 ５５ 内田 博幸有限会社シルク斎藤 誠 静内 千代田牧場 B４３４－１８２：０１．０４ ２１．８�
７１１ シルクタイムレス 牡３栗 ５４ 江田 照男有限会社シルク山内 研二 新ひだか 神垣 道弘 ５０８＋２４２：０２．０６ ３０．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３９，２４１，３００円 複勝： ４５，９３８，７００円 枠連： ３３，５９４，８００円

普通馬連： １３４，４１７，０００円 馬単： ９３，９３１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，７１４，３００円

３連複： １４１，５８１，８００円 ３連単： ３４６，１７９，６００円 計： ８７４，５９９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � １７０円 枠 連（４－８） ７２０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ２８０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� １，５００円 ３ 連 単 ��� ５，２４０円

票 数

単勝票数 計 ３９２４１３ 的中 � １８４２７６（１番人気）
複勝票数 計 ４５９３８７ 的中 � １３７３７１（１番人気）� ４２６２０（４番人気）� ６６６４１（３番人気）
枠連票数 計 ３３５９４８ 的中 （４－８） ３４４８７（３番人気）
普通馬連票数 計１３４４１７０ 的中 �� １０１４２０（３番人気）
馬単票数 計 ９３９３１５ 的中 �� ５２０５６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９７１４３ 的中 �� ２２３１０（３番人気）�� ３９１０５（２番人気）�� １３８３２（８番人気）
３連複票数 計１４１５８１８ 的中 ��� ６９８４４（３番人気）
３連単票数 計３４６１７９６ 的中 ��� ４８７７７（６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１２．８―１３．８―１３．４―１３．１―１２．６―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３７．４―５１．２―１：０４．６―１：１７．７―１：３０．３―１：４２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３７．９
１
３
１４，１３－１１－５（３，７）－８（１，１０）６，１２－（２，９）－４・（１４，１３）（５，７）（３，８）－（１，１０，６）－（４，２）１１（１２，９）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロジスプリング �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１．１０ 中山１着

２００７．５．９生 牡３栗 母 スプリングソネット 母母 エイプリルソネット ４戦２勝 賞金 １７，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリアソウル号・シルクタイムレス号は，平成２２年１０月１２日まで平地競走に出走できない。



（２２中山４）第２日 ９月１２日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １４８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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２４５，３８０，０００円
４，２６０，０００円
１５，８３０，０００円
１，４８０，０００円
２４，０９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

４８，３８２，５００円
４，０８６，０００円
１，４６５，２００円

勝馬投票券売得金
３４８，０９１，８００円
５２８，９５５，３００円
３１９，８７６，３００円
１，４５２，７２２，１００円
９０８，５１４，８００円
４２５，５８８，０００円
１，６７５，７９５，３００円
３，４９８，８９６，２００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 ９，１５８，４３９，８００円

総入場人員 ３０，９４７名 （有料入場人員 ２６，５５６名）




