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２７０１３ ９月１１日 曇 良 （２３中山４）第２日 第１競走 ��１，８００�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

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

２２ セイファート 牡２鹿 ５４ 石橋 脩 �サンデーレーシング 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４５６± ０１：５７．８ ５．３�

６９ キャプテンジャパン 牡２黒鹿５４ 北村 宏司青山 洋一氏 小笠 倫弘 新冠 追分ファーム ５０４＋ ２ 〃 アタマ ２．４�
７１１ ケイビイネイチャー 牝２鹿 ５４ 江田 照男菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 山際牧場 ４３２－ ８１：５８．２２� １０．７�
３３ コスモスイング 牡２鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ４５８＋ ２１：５８．３� １９．３�
１１ ウィッシュガバナー 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥中谷 初子氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 尚大 ４３８＋ ２１：５９．１５ ２１．５�
６８ ボーイフレンド 牡２栗 ５４ 田中 勝春北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 ４２８＋ ４１：５９．４１� ９．０�
７１０ スターゲイジング 牝２黒鹿５４ 武士沢友治�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４７８－ ８１：５９．６１� ５．３	
５７ マイネルソウル 牡２鹿 ５４ 中谷 雄太 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 ４７８－ ６１：５９．７� ８４．５�
８１２ ダブルピース 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 平取 中川 隆 ４７６＋ ６２：００．０１� ８２．７�
５６ キョウエイマイン 牝２鹿 ５４ 木幡 初広田中 晴夫氏 石毛 善彦 新冠 小泉牧場 ４２０－１６２：０１．１７ ６６．３
４４ スピードパンジー 牝２鹿 ５４ 伊藤 工真 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 堤 牧場 ４１６－ ２２：０１．３１� １６．２�
４５ コスモワンパクオー 牡２黒鹿５４ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 日高 中川 欽一 ４６０＋１０ 〃 クビ ２０．６�
８１３ ダイメイカントリー 牡２鹿 ５４

５１ ▲平野 優宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 漆原 武男 ４５８－ ４２：０１．７２� ６７．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，４８４，７００円 複勝： １９，８４９，３００円 枠連： １３，５３０，０００円

馬連： ４３，５４１，３００円 馬単： ２８，８０２，０００円 ワイド： １７，１７１，６００円

３連複： ５５，７３１，９００円 ３連単： ８７，８４７，５００円 計： ２７９，９５８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � ２８０円 枠 連（２－６） ６１０円

馬 連 �� ７５０円 馬 単 �� １，８１０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� １，１５０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ２，３１０円 ３ 連 単 ��� １２，０５０円

票 数

単勝票数 計 １３４８４７ 的中 � ２０３１２（２番人気）
複勝票数 計 １９８４９３ 的中 � ３０３８１（２番人気）� ５０８１２（１番人気）� １４０１３（５番人気）
枠連票数 計 １３５３００ 的中 （２－６） １６５３６（２番人気）
馬連票数 計 ４３５４１３ 的中 �� ４２９７１（２番人気）
馬単票数 計 ２８８０２０ 的中 �� １１７７８（５番人気）
ワイド票数 計 １７１７１６ 的中 �� １３８１８（２番人気）�� ３３９１（１６番人気）�� ６９９６（４番人気）
３連複票数 計 ５５７３１９ 的中 ��� １７８６５（５番人気）
３連単票数 計 ８７８４７５ 的中 ��� ５３８２（２５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１３．７―１４．４―１３．７―１３．２―１２．８―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３８．２―５２．６―１：０６．３―１：１９．５―１：３２．３―１：４４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

セイファート �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１１．７．９ 中山１２着

２００９．３．２５生 牡２鹿 母 アクアプラネット 母母 スターアルファ ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円

２７０１４ ９月１１日 曇 良 （２３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

８１２ ア ー デ ン ト 牡２芦 ５４ 横山 典弘 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６＋ ６１：５０．４ １．７�

５７ アイスフォーリス 牝２芦 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４６６－ ４１：５０．５� ３．２�
８１３ エアロケット 牡２黒鹿５４ 福永 祐一 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４１：５０．８１� １０．６�
５６ バトルキトリ 牝２栗 ５４ 的場 勇人宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 前田牧場 ４３２＋ ４１：５１．０１� １９７．３�
２２ キープビリービング 牡２黒鹿５４ 武士沢友治�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 畑端牧場 ４６８＋ ２１：５１．３１� ２４．０�
４４ � コスモベルアーム 牡２青 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 英

Cheveley Park
Stud Parry
Steele－Mortimer

５０２－ ４１：５１．４� ４６．２	
４５ ライムフレーバー 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �スピードファーム 和田 正道 新ひだか 真歌田中牧場 ４１６－ ６ 〃 クビ ３１７．７

１１ マイネルディーン 牡２青 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 B４３６－ ６１：５１．５クビ ６．５�
７１０ アキノガイア 牝２栗 ５４ 江田 照男穐吉 正孝氏 河野 通文 新ひだか 三石橋本牧場 ４５４－ ２１：５１．７１	 ２６５．０�
３３ アイスクリスタル 牝２芦 ５４ 北村 宏司山上 和良氏 武藤 善則 平取 コアレススタッド ４４４－ ２１：５２．０２ ８４．９
６８ ズ ー ム イ ン 牡２栗 ５４ 田中 勝春島田 久氏 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 ４９０－ ４ 〃 アタマ １４３．３�
６９ ブランドマックス 牡２黒鹿５４ 大庭 和弥榎本 富三氏 嶋田 潤 日高 門別 正 ４４６－ ６ 〃 ハナ ３８２．３�
７１１ ヘ ル ト 牡２栗 ５４ 渡辺 薫彦前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 佐藤 陽一 B４４８＋ ８１：５３．６１０ １３４．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，２４７，０００円 複勝： ４６，５８５，２００円 枠連： １４，６７４，８００円

馬連： ４７，３０７，４００円 馬単： ３９，９６８，３００円 ワイド： ２０，８６５，２００円

３連複： ６０，７９０，８００円 ３連単： １３２，４２３，８００円 計： ３８３，８６２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（５－８） ２００円

馬 連 �� ２５０円 馬 単 �� ４００円

ワ イ ド �� １４０円 �� ２４０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ５００円 ３ 連 単 ��� １，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２１２４７０ 的中 � １０００７５（１番人気）
複勝票数 計 ４６５８５２ 的中 � ２７４９３８（１番人気）� ６９９０１（２番人気）� ３１２１２（４番人気）
枠連票数 計 １４６７４８ 的中 （５－８） ５５４６１（１番人気）
馬連票数 計 ４７３０７４ 的中 �� １４１０５０（１番人気）
馬単票数 計 ３９９６８３ 的中 �� ７４６６３（１番人気）
ワイド票数 計 ２０８６５２ 的中 �� ５１７８８（１番人気）�� １９２６３（３番人気）�� １２２４４（５番人気）
３連複票数 計 ６０７９０８ 的中 ��� ９０６１２（２番人気）
３連単票数 計１３２４２３８ 的中 ��� ７０８８６（２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１２．０―１３．２―１２．１―１２．８―１３．０―１１．４―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．５―３６．５―４９．７―１：０１．８―１：１４．６―１：２７．６―１：３９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３５．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ア ー デ ン ト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kaldoun デビュー ２０１１．７．３１ 函館２着

２００９．１．２０生 牡２芦 母 グレイトフィーヴァー 母母 My Great Hope ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 マイネルディーン号の騎手石橋脩は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（２番への進路影響）
※バトルキトリ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第４回　中山競馬　第２日



２７０１５ ９月１１日 曇 良 （２３中山４）第２日 第３競走 ��
��１，２００�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 ４，５００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ６８０，０００円 ４５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３４ ホットラッシュ 牡３青 ５６ 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 前川牧場 B４０８＋ ２１：１３．２ ２．６�

１１ � ソンガヴァッツォ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司吉田 和美氏 大竹 正博 米 Woodford Thor-
oughbreds, LLC. ５２６ ―１：１３．７３ ３．２�

３５ ダンスビューティ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一吉田 和子氏 戸田 博文 浦河 鎌田 正嗣 B４３４－ ４ 〃 アタマ ４．４�
６１１ トウカイエスパー 牡３栗 ５６ 大庭 和弥内村 正則氏 栗田 徹 新冠 長浜牧場 B４６４＋ ２１：１３．９１ ４２．４�
８１４ ニジュウショウ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 ４９０＋１３１：１４．３２� ７８．０�
７１２ グラスシューター 牡３青鹿５６ 嘉藤 貴行半沢� 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 ４８４－２０１：１４．８３ ４０９．５�
５９ スイートサンテ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４５４－ ８１：１４．９� ３４６．４	
４６ サウスオブワールド 牡３栗 ５６ 伊藤 直人南波 壽氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４６４－ ４１：１５．１１� ２２８．４

２２ セッカチクイーン 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次松田 整二氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 B４３０＋ ４ 〃 クビ １８０．１�
８１５� ア レ ア レ ア 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太田所 英子氏 小笠 倫弘 英 Miss E.
Tadokoro ４２２－１６１：１５．２� ５４．８�

６１０ サクラスパークル 牡３鹿 ５６
５３ ▲嶋田 純次さくらコマース伊藤 圭三 新ひだか 谷岡牧場 ４６０＋ ８１：１５．３	 １２．２�

２３ プレスミーダ 牝３鹿 ５４ 石神 深一魚住 明氏 南田美知雄 浦河 恵比寿牧場 ４２６－ ６１：１５．４� ４０９．５�
５８ � ティーケイキャット 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優飯田 政子氏 二ノ宮敬宇 米 Mt. Brilliant
Farm LLC ４４０－ ４１：１５．８２� ９．３�

７１３ パスザトーチ 牝３栗 ５４ 小林 淳一藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 ４８８－ ８ 〃 ハナ １５．４�
４７ レオファンタジー 牡３栗 ５６ 江田 照男田中 博之氏 岩戸 孝樹 平取 びらとり牧場 B４５０＋１７１：１７．０７ ３１５．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，５４９，１００円 複勝： ２５，２３４，６００円 枠連： １６，６９６，２００円

馬連： ４７，３９４，５００円 馬単： ３５，８７８，１００円 ワイド： １９，１１９，５００円

３連複： ５７，９０５，４００円 ３連単： １０９，８４２，０００円 計： ３３０，６１９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（１－３） ３５０円

馬 連 �� ５８０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ２１０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� ２，４６０円

票 数

単勝票数 計 １８５４９１ 的中 � ５６７９１（１番人気）
複勝票数 計 ２５２３４６ 的中 � ６５２３７（１番人気）� ４６０３０（２番人気）� ４４５２３（３番人気）
枠連票数 計 １６６９６２ 的中 （１－３） ３５４１１（１番人気）
馬連票数 計 ４７３９４５ 的中 �� ６０８４７（２番人気）
馬単票数 計 ３５８７８１ 的中 �� ２５９４９（２番人気）
ワイド票数 計 １９１１９５ 的中 �� １７４０１（２番人気）�� ２５５０６（１番人気）�� １４８６１（３番人気）
３連複票数 計 ５７９０５４ 的中 ��� ７２８４９（１番人気）
３連単票数 計１０９８４２０ 的中 ��� ３３０５８（２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．５―１２．３―１２．９―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３４．０―４６．３―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホットラッシュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Capote デビュー ２０１１．４．２３ 東京１５着

２００８．３．１１生 牡３青 母 ティエッチグレース 母母 Confirmed Dancer ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
※出走取消馬 フレアスター号（疾病〔左寛跛行〕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。
（非抽選馬） １頭 オークヴィル号

２７０１６ ９月１１日 曇 良 （２３中山４）第２日 第４競走 ��１，８００�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 ４，５００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ６８０，０００円 ４５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４５ ア セ ン ト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一馬目 卓氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：５５．９ ８．２�

１１ グランデスバル 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �グランデオーナーズ 勢司 和浩 浦河 鵜木 唯義 ４６４－ ２ 〃 クビ ３．５�
８１３ タマモアイガー 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也タマモ� 伊藤 伸一 新ひだか 曾我 博 ４８２－ ８１：５６．１１� ２０．６�
７１０ ネオザタイタン 牡３芦 ５６ 石橋 脩小林 仁幸氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５４８－ ４１：５６．３１� ４．２�
５７ ウエスタンダーツ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己西川 賢氏 松山 康久 新ひだか 坂本 春雄 ４８６－１２１：５６．９３� ２．２�
５６ ワ ス カ ラ ン �３黒鹿５６ 江田 照男岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 山際 辰夫 ４７２－ ８１：５７．１１� ２７．３�
２２ サウンドボス 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥増田 雄一氏 池上 昌弘 新ひだか 静内フアーム B４７０－ ４１：５７．２� １１２．５	
４４ ハリケーンタマ 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次松田 整二氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５８－ ２ 〃 ハナ １０５．８

３３ プリティピンク 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太長谷川光司氏 堀井 雅広 新冠 越湖牧場 ４１０－ ４１：５７．３� ２５８．０�
７１１ トーアプルメリア 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人高山ランド� 鈴木 勝美 豊浦トーア牧場 ４５８＋ ８１：５９．２大差 ２９．４�
８１２ マンハッタンボス 牡３鹿 ５６ 的場 勇人本桐牧場 牧 光二 新ひだか 本桐牧場 B４８２－ ６１：５９．３クビ １１６．２�
６８ ヘンリーレガッタ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優吉田 和美氏 牧 光二 新ひだか 平野牧場 ５０２－１２２：００．６８ ２６２．２�
６９ シルクマグナム 牡３芦 ５６ 伊藤 直人有限会社シルク保田 一隆 日高 ヤナガワ牧場 ４５８－ ４２：０２．３大差 ３３９．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，３０１，６００円 複勝： ２６，７３６，７００円 枠連： １３，０２２，４００円

馬連： ４６，７９６，６００円 馬単： ３５，６１０，１００円 ワイド： １８，２１４，８００円

３連複： ５５，６０３，７００円 ３連単： １１９，５５９，９００円 計： ３３１，８４５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � ３７０円 枠 連（１－４） ９５０円

馬 連 �� １，１００円 馬 単 �� ２，８２０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� １，４００円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ５，２７０円 ３ 連 単 ��� ３１，１１０円

票 数

単勝票数 計 １６３０１６ 的中 � １５８３２（４番人気）
複勝票数 計 ２６７３６７ 的中 � ３８０８７（４番人気）� ５７６３８（２番人気）� １４７１５（５番人気）
枠連票数 計 １３０２２４ 的中 （１－４） １０１９３（５番人気）
馬連票数 計 ４６７９６６ 的中 �� ３１５４７（５番人気）
馬単票数 計 ３５６１０１ 的中 �� ９３２２（１１番人気）
ワイド票数 計 １８２１４８ 的中 �� １０５３０（５番人気）�� ３０５７（１６番人気）�� ４９２５（１０番人気）
３連複票数 計 ５５６０３７ 的中 ��� ７７９０（１６番人気）
３連単票数 計１１９５５９９ 的中 ��� ２８３７（８０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３７．５―５１．０―１：０３．９―１：１６．７―１：２９．３―１：４２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．２
１
３
１０，１１（３，１３）５（１，８，９）４，１２（２，７）６・（１０，１３）（５，７）（３，１）（１１，６）（４，１２）－２，９，８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ア セ ン ト �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１１．４．９ 阪神９着

２００８．２．１２生 牡３鹿 母 グレースアンドグローリー 母母 Grace Note ７戦１勝 賞金 ６，４８０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘンリーレガッタ号・シルクマグナム号は，平成２３年１０月１１日まで平地競走に出走できない。



２７０１７ ９月１１日 曇 良 （２３中山４）第２日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０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

７１０ シンボリスウィフト 牡２黒鹿５４ 中舘 英二シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ４６４ ―１：３５．８ １１．５�

８１１ ステージナーヴ 牡２黒鹿５４ 木幡 初広 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４２２ ― 〃 アタマ ８．１�
１１ コスモミレネール 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４２６ ― 〃 クビ １２４．８�
３３ フェニーチェ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一広尾レース� 加藤 征弘 平取 坂東牧場 ４６０ ―１：３５．９クビ １．９�
６８ パストラルシチー 牡２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 幾千世牧場 ４５２ ―１：３６．７５ ３８．７�
５５ サトノロードリー 牡２青鹿５４ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ４７４ ―１：３７．３３� ３．５	
６７ ル ナ 牡２芦 ５４ 田中 勝春山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド ４５６ ―１：３７．４クビ ４５．７

７９ ファンタマリッジ 牡２鹿 ５４ 江田 照男ケンレーシング組合 牧 光二 平取 北島牧場 ４２２ ―１：３７．５� ３０８．１�
５６ デルマジュロウジン 牡２鹿 ５４ 青木 芳之浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４３４ ― 〃 クビ ４９．０�
８１２ セイウンヴィオラ 牡２黒鹿５４ 大野 拓弥西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６ ―１：３７．６� ５３．３
２２ ボーナラテルツァ 牝２芦 ５４ 横山 典弘飯田 良枝氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 ４７０ ― 〃 ハナ １４．９�
４４ ダニーボーイ 牡２鹿 ５４ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上 悦夫 ４９４ ―１：３７．８１ １９．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，３６４，５００円 複勝： ２５，６２６，４００円 枠連： １２，５０９，２００円

馬連： ４５，９３６，３００円 馬単： ３６，８４０，５００円 ワイド： １８，１５０，７００円

３連複： ５３，３００，５００円 ３連単： １０４，９３８，７００円 計： ３１７，６６６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１５０円 複 勝 � ２９０円 � ２９０円 � １，９２０円 枠 連（７－８） ２，８８０円

馬 連 �� ３，８２０円 馬 単 �� ８，２８０円

ワ イ ド �� ８９０円 �� ７，３２０円 �� ５，８５０円

３ 連 複 ��� ７９，９６０円 ３ 連 単 ��� ３０８，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２０３６４５ 的中 � １４０６４（４番人気）
複勝票数 計 ２５６２６４ 的中 � ２５７７０（３番人気）� ２５４８１（４番人気）� ２９３４（１１番人気）
枠連票数 計 １２５０９２ 的中 （７－８） ３２０７（１１番人気）
馬連票数 計 ４５９３６３ 的中 �� ８８９７（１２番人気）
馬単票数 計 ３６８４０５ 的中 �� ３２８７（２５番人気）
ワイド票数 計 １８１５０７ 的中 �� ５２７８（１０番人気）�� ５９４（４８番人気）�� ７４５（４１番人気）
３連複票数 計 ５３３００５ 的中 ��� ４９２（１１１番人気）
３連単票数 計１０４９３８７ 的中 ��� ２５１（４８５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２４．４―３６．３―４８．４―１：００．５―１：１２．３―１：２４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．３

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

勝馬の
紹 介

シンボリスウィフト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Dancehall 初出走

２００９．３．３生 牡２黒鹿 母 スイートミルド 母母 Milde １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 セイウンヴィオラ号の騎手大野拓弥は，２コーナーで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（６番への進路影響）
※コスモミレネール号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２７０１８ ９月１１日 曇 良 （２３中山４）第２日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１３時００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

７１３ ブラックビーン 牡２黒鹿５４ 松岡 正海小山 豊氏 伊藤 伸一 新ひだか 岡田 猛 ４６６ ―１：５９．５ １７．０�

６１２ ニシノボレロ 牡２青鹿５４ 福永 祐一西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 ４５４ ―１：５９．６� ５．８�
２３ マークユアセルフ 牡２青 ５４ 北村 宏司大谷 正嗣氏 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 ４９２ ―１：５９．８１� ３．５�
７１４ ローリングストーン 牡２鹿 ５４ 武士沢友治佐々木 徹氏 平井 雄二 新冠 シンユウフアーム ４７８ ―１：５９．９クビ ６．６�
５９ コスモシャンハイ 牡２鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 ４７２ ―２：００．２２ ３１．７�
１２ アルファウイング 牡２栗 ５４ 大野 拓弥�貴悦 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 ４６４ ―２：００．４� ６２．７	

（カムラッドチアーズ）

３５ クシャトリア 牝２青 ５４ 大庭 和弥田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４６２ ―２：００．５� １１．６

１１ ボールドダイナ 牡２栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人増田 陽一氏 菊沢 隆徳 新冠 長沼 幸一 ４９２ ―２：００．６� １９．５�
８１５ ビッグウェーバー 牡２黒鹿５４ 的場 勇人加藤 光淑氏 的場 均 新冠 赤石 久夫 ５００ ―２：００．８１ １００．９�
４８ イルポスティーノ 牡２栗 ５４

５１ ▲平野 優 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ５０８ ―２：０１．１２ ３２．１
５１０ ハリファックス 牡２芦 ５４ 江田 照男 �社台レースホース伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０ ―２：０１．２クビ ３．３�
３６ リアルファッション 牝２芦 ５４ 伊藤 工真有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４６０ ―２：０１．３� ２８．５�
２４ ボールドドリーム 牡２黒鹿５４ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 ４８２ ―２：０１．６２ ２４９．５�
６１１ ブルーアジェスタ 牡２鹿 ５４ 小林 淳一 �ブルーマネジメント清水 英克 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー B４４６ ―２：０１．９１� １７９．２�
８１６ ラストツヨシ 牡２鹿 ５４ 渡辺 薫彦横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 新冠 大林ファーム ４７４ ―２：０３．８大差 １３０．１�
４７ ヤマノパレード 牡２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 ４８０ ―２：０５．１８ １１４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５２８，４００円 複勝： ２８，７８５，７００円 枠連： １８，９０７，６００円

馬連： ５０，７５３，１００円 馬単： ３３，７８０，８００円 ワイド： ２０，１４１，４００円

３連複： ６１，３２６，７００円 ３連単： ９７，１５１，１００円 計： ３３０，３７４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７００円 複 勝 � ３４０円 � ２００円 � １７０円 枠 連（６－７） １，３２０円

馬 連 �� ３，８８０円 馬 単 �� ９，３２０円

ワ イ ド �� １，１８０円 �� ８９０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ４，５００円 ３ 連 単 ��� ３９，０６０円

票 数

単勝票数 計 １９５２８４ 的中 � ９０６５（６番人気）
複勝票数 計 ２８７８５７ 的中 � １８３４９（６番人気）� ４０３０５（３番人気）� ５３８９７（２番人気）
枠連票数 計 １８９０７６ 的中 （６－７） １０６２４（７番人気）
馬連票数 計 ５０７５３１ 的中 �� ９６６４（１４番人気）
馬単票数 計 ３３７８０８ 的中 �� ２６７７（３５番人気）
ワイド票数 計 ２０１４１４ 的中 �� ４０４８（１３番人気）�� ５５０４（９番人気）�� １０３２０（４番人気）
３連複票数 計 ６１３２６７ 的中 ��� １００７６（９番人気）
３連単票数 計 ９７１５１１ 的中 ��� １８３６（１０９番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．２―１３．７―１４．５―１３．６―１３．３―１３．２―１２．６―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．９―３８．６―５３．１―１：０６．７―１：２０．０―１：３３．２―１：４５．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラックビーン �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ファストトパーズ 初出走

２００９．３．１５生 牡２黒鹿 母 サンドコロネット 母母 サンドピアリス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 リアルファッション号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ボールドダイナ号の騎手杉原誠人は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（８番・１６番への進路影

響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 リアルファッション号は，平成２３年９月１２日から平成２３年１０月２日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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 クールサファイヤ号・コスモミレネール号・デジタルサウンド号



２７０１９ ９月１１日 曇 良 （２３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 （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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

６９ ピーエムヘクター 牡３鹿 ５５ 北村 宏司松山 毅氏 和田正一郎 安平 追分ファーム ４５８－ ４１：０７．６ ５．８�

８１４ サンデージョウ 牝４青 ５５
５２ ▲嶋田 純次河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 対馬 正 ５０６＋２２１：０７．８１� ２８．３�

５７ フィールザファン 牝４黒鹿５５ 木幡 初広櫻井 正氏 和田 正道 むかわ 平岡牧場 ４５２＋１２ 〃 クビ ４１．６�
４６ マイネルロガール 牡３鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４９０± ０ 〃 ハナ ２．２�
３３ クィンビークイーン 牝４鹿 ５５ 小林 淳一竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 ４５０＋ ４１：０７．９� ３１．３�
３４ スマイルバラッド 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦��昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４７４± ０１：０８．１１� １２９．９	
１１ クリノドスコイ 牡３鹿 ５５ 武士沢友治栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 筒井 征文 ４２８＋ ２１：０８．３１� ４７．２

７１１ ベ リ ア ル 牡３栗 ５５ 福永 祐一田原 邦男氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４４６－ ６１：０８．５１� ３．６�
７１２	 ケイアイアテナ 牝３鹿 ５３

５０ ▲小野寺祐太 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 米 Morihiro
Kameda ４００－ ６１：０８．６クビ ６．２�

５８ 	 コスモアバンティ 牝３芦 ５３ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 上原 博之 米 Stone Farm ４２２＋ ４ 〃 アタマ ８７．０
４５ ゴールドエタンセル 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲杉原 誠人福島 実氏 杉浦 宏昭 厚真 大川牧場 ４４６＋ ２１：０９．０２� ２２２．６�
６１０
 トゥルートゥルー �４鹿 ５７

５４ ▲平野 優宮崎 利男氏 松山 康久 浦河 有限会社
松田牧場 B４８８－１９１：０９．２１� ２３４．８�

２２ 
 サクラエスケープ 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ４８６－ ８ 〃 クビ ２７．２�
８１３
 クリノオーラ 牝３黒鹿５３ 西田雄一郎栗本 博晴氏 成島 英春 新ひだか 小河 豊水 ４１０－ ２１：０９．６２� ３７１．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，３５８，７００円 複勝： ３７，３６７，４００円 枠連： １９，６８７，４００円

馬連： ６４，１２２，３００円 馬単： ４４，８０５，７００円 ワイド： ２４，７２４，４００円

３連複： ７７，６３４，３００円 ３連単： １４７，１０５，２００円 計： ４３８，８０５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２５０円 � ８５０円 � ７４０円 枠 連（６－８） ６，５１０円

馬 連 �� ６，７９０円 馬 単 �� １１，３００円

ワ イ ド �� １，９２０円 �� １，８００円 �� ６，１３０円

３ 連 複 ��� ５１，９５０円 ３ 連 単 ��� ２２６，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２３３５８７ 的中 � ３２２６８（３番人気）
複勝票数 計 ３７３６７４ 的中 � ４７５６３（３番人気）� １０５２４（８番人気）� １２３１２（７番人気）
枠連票数 計 １９６８７４ 的中 （６－８） ２２３２（１７番人気）
馬連票数 計 ６４１２２３ 的中 �� ６９７９（２０番人気）
馬単票数 計 ４４８０５７ 的中 �� ２９２７（２９番人気）
ワイド票数 計 ２４７２４４ 的中 �� ３２０３（２０番人気）�� ３４３２（１７番人気）�� ９７４（４１番人気）
３連複票数 計 ７７６３４３ 的中 ��� １１０３（９２番人気）
３連単票数 計１４７１０５２ 的中 ��� ４７９（４０１番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．２―１１．０―１１．２―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．０―３３．０―４４．２―５５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピーエムヘクター �
�
父 デュランダル �

�
母父 Capote デビュー ２０１０．６．２６ 福島１６着

２００８．３．１１生 牡３鹿 母 エ グ ジ ジ ェ 母母 Cookie ９戦２勝 賞金 １９，１３４，０００円
〔制裁〕 クリノドスコイ号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（５番への進路影響）
※クリノオーラ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２７０２０ ９月１１日 曇 良 （２３中山４）第２日 第８競走 ��
��１，２００�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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３４ シセイオウジ 牡４栗 ５７ 松岡 正海猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６６＋１０１：１１．３ ３．２�

７１３ ニシノブイシェープ 牡４栗 ５７ 福永 祐一西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ５０６＋ ２１：１１．５１� ６．３�
６１１ ガ ク ニ ホ シ 牡５鹿 ５７ 江田 照男矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４８８± ０１：１１．６� ４．１�
２３ トーセンナスクラ 牡３黒鹿５５ 横山 典弘島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４５２－ ８１：１１．９２ ４．６�
８１５ ド ナ リ サ 牝３鹿 ５３ 的場 勇人山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４７４＋ ２１：１２．０� ８２．５�
４６ � モエレシノノメ 牝４鹿 ５５ 小林 淳一山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 中村 和夫 ４９４± ０１：１２．１クビ ２９．９�
７１２ ラッシュザワーク 牡４栗 ５７

５４ ▲平野 優 	グリーンファーム二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：１２．３１� １５．８

２２ ビッグギャンブラー 牡３栗 ５５ 大庭 和弥坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上牧場 ５２０＋１４１：１２．４� ４６．０�
５９ � レオアドミラル 牡５栗 ５７ 大野 拓弥田中 博之氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４８８＋ ２１：１２．５� ３０．０�
３５ � パープルマジック 牡５黒鹿５７ 武士沢友治水上 行雄氏 柴田 政人 新ひだか 塚田 達明 ４５４± ０１：１２．６� ２８．３
６１０ シーズアップルズ 牡３栗 ５５ 丹内 祐次野崎 宗信氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４３４＋ ２１：１２．９２ １３２．０�
１１ スターリバイバル 牡５栗 ５７

５４ ▲杉原 誠人�出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ５１２－ ４１：１３．１	 １３０．０�
４７ プリンシプルレディ 牝４鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太�大北牧場 伊藤 圭三 浦河 大北牧場 B４４８＋ ６１：１３．２� ３０８．４�
８１４ アスパイヤリング 牡３鹿 ５５ 石橋 脩木村 直樹氏 武市 康男 新ひだか 萩澤 泰博 ４９４－ ４１：１４．０５ ９．７�

（１４頭）
５８ シロイキセキ 牡４芦 ５７

５４ ▲高嶋 活士今 秀幸氏 水野 貴広 新ひだか 萩澤 泰博 ５０４＋ ８ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２４，０２７，６００円 複勝： ４１，９７２，８００円 枠連： １９，６９８，５００円

馬連： ８１，０１０，４００円 馬単： ４５，５４９，０００円 ワイド： ２７，３７７，４００円

３連複： ８７，６７５，７００円 ３連単： １６５，３０８，１００円 計： ４９２，６１９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � １４０円 枠 連（３－７） ８６０円

馬 連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ２８０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，２２０円 ３ 連 単 ��� ８，８８０円

票 数

単勝票数 差引計 ２４０２７６（返還計 ２６７１） 的中 � ５９９７４（１番人気）
複勝票数 差引計 ４１９７２８（返還計 ５６４０） 的中 � ８４４００（２番人気）� ５４８７０（４番人気）� ８９５２９（１番人気）
枠連票数 差引計 １９６９８５（返還計 １５４） 的中 （３－７） １６９９２（４番人気）
馬連票数 差引計 ８１０１０４（返還計 １６４０８） 的中 �� ５７８８７（５番人気）
馬単票数 差引計 ４５５４９０（返還計 １０３３４） 的中 �� １７０９４（６番人気）
ワイド票数 差引計 ２７３７７４（返還計 ８６８０） 的中 �� １５１９０（４番人気）�� ２５１２６（１番人気）�� ２３７８７（２番人気）
３連複票数 差引計 ８７６７５７（返還計 ３３１１４） 的中 ��� ５３３９５（２番人気）
３連単票数 差引計１６５３０８１（返還計 ６５６６０） 的中 ��� １３７４０（１７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．２―１２．１―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．０―４６．１―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シセイオウジ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．３．７ 中山５着

２００７．３．３生 牡４栗 母 ブライアンズイブ 母母 シーヴィーナス １０戦３勝 賞金 ２４，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔競走除外〕 シロイキセキ号は，馬場入場時に放馬。疾病〔両後肢挫創〕を発症したため競走除外。
※プリンシプルレディ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２７０２１ ９月１１日 晴 良 （２３中山４）第２日 第９競走

白井市市制施行１０周年記念

��
��１，８００�

し ろ い

白 井 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
白井市長賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 １９６，０００円 ５６，０００円 ２８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

７７ ムーンリットレイク 牡３鹿 ５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ２１：４７．９ １．３�

４４ ロジスプリング 牡４栗 ５７ 田中 勝春久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：４８．０� ６．３�
６６ シャイニンアーサー 牡４黒鹿５７ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４９６± ０１：４８．４２� ５．９�
３３ カ ピ タ ー ノ 牡７黒鹿５７ 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 B４９６－ ２ 〃 クビ ４４．７�
１１ メジロスプレンダー 牝５黒鹿５５ 大野 拓弥岩� 伸道氏 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４６８＋ ２１：４８．５クビ １４．２�
８８ 	 ベ ル タ リ ド 牡７鹿 ５７ 江田 照男伊藤 信之氏 嶋田 功 浦河 林 孝輝 ４８０＋ ６１：４８．８２ ５２．９	
５５ 	 モエレエキスパート 牡５青鹿５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新ひだか 中村 和夫 ４９２－ ８ 〃 クビ ６５．７

２２ エ バ ー モ ア 牡７鹿 ５７ 平野 優圓城 正男氏 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４９４＋１０１：４９．８６ ２２６．３�

（８頭）

売 得 金

単勝： ３８，７５９，９００円 複勝： ８０，９２０，３００円 枠連： 発売なし

馬連： ７６，３４２，８００円 馬単： ６９，２２９，８００円 ワイド： ２４，８６８，８００円

３連複： ７１，０２７，３００円 ３連単： ３１１，１６４，２００円 計： ６７２，３１３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １２０円 � １２０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ２８０円 馬 単 �� ３８０円

ワ イ ド �� １３０円 �� １４０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ２６０円 ３ 連 単 ��� ７２０円

票 数

単勝票数 計 ３８７５９９ 的中 � ２４６６８３（１番人気）
複勝票数 計 ８０９２０３ 的中 � ５５７９７９（１番人気）� ７７３１３（３番人気）� ８８４２０（２番人気）
馬連票数 計 ７６３４２８ 的中 �� ２０２２７３（２番人気）
馬単票数 計 ６９２２９８ 的中 �� １３７１１４（２番人気）
ワイド票数 計 ２４８６８８ 的中 �� ５３７３５（１番人気）�� ５２５１１（２番人気）�� ２１３９８（４番人気）
３連複票数 計 ７１０２７３ 的中 ��� ２０３７１２（１番人気）
３連単票数 計３１１１６４２ 的中 ��� ３２３２７５（２番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．４―１２．０―１２．１―１２．０―１２．３―１１．９―１１．１―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２５．１―３７．１―４９．２―１：０１．２―１：１３．５―１：２５．４―１：３６．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ムーンリットレイク �

父 ディープインパクト �


母父 Sinndar デビュー ２０１１．４．１０ 阪神１着

２００８．４．２０生 牡３鹿 母 ムーンライトダンス 母母 Style of Life ４戦３勝 賞金 ３８，４０１，０００円

２７０２２ ９月１１日 晴 良 （２３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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

１：５８．２
１：５６．４

良

良

５６ カワキタコマンド 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４６４－１０１：５９．６ ２３．３�

７１０ マコトギャラクシー 牡４栃栗５７ 福永 祐一尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ ３．５�
３３ プティプランセス 牝５鹿 ５５ 武士沢友治中山 芳樹氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 ４７２＋１２１：５９．７� １２．８�
２２ ディアアレトゥーサ 牝４黒鹿５５ 北村 宏司�樽さゆり氏 畠山 吉宏 むかわ 新井牧場 ４９２± ０１：５９．８クビ ５．６�
７９ プ レ イ 牡３青鹿５４ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ５０２＋１０１：５９．９� ６．２�
６７ ニシノメイゲツ 牡４青鹿５７ 大野 拓弥西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４４２－ ４ 〃 アタマ ７．８�
４４ 	 アサティスボーイ 牡７鹿 ５７ 安藤 勝己廣松 金次氏 境 征勝 新冠 八木サニー

ファーム ４４６± ０ 〃 クビ ２０．４�
８１１
 リリエンタール 牡４鹿 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４３２± ０２：００．１１ ４．１	
５５ マジックビクトリア 牝７鹿 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４６４－ ２２：００．３１� ５９．９

８１２ ヒシセンチュリー 牡５栗 ５７ 田中 勝春阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ５０２－ ２２：００．６１� １７．４�
１１ 	 モエレエターナル 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 中村 和夫 ４５４－ ４２：０１．３４ ２７０．８�
６８ セタガヤフラッグ 牡８鹿 ５７ 中舘 英二千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム B４７２＋１２２：０１．８３ ８１．９

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３６，７２９，４００円 複勝： ５７，２００，４００円 枠連： ３３，０３８，７００円

馬連： １５８，６８１，２００円 馬単： ８５，８８１，１００円 ワイド： ４６，６５９，６００円

３連複： １７３，３０６，５００円 ３連単： ３４３，５８２，３００円 計： ９３５，０７９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３３０円 複 勝 � ５４０円 � １６０円 � ３４０円 枠 連（５－７） １，４３０円

馬 連 �� ３，４３０円 馬 単 �� ８，９２０円

ワ イ ド �� １，１３０円 �� ２，６９０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ９，７６０円 ３ 連 単 ��� ７０，３８０円

票 数

単勝票数 計 ３６７２９４ 的中 � １２４５３（９番人気）
複勝票数 計 ５７２００４ 的中 � ２２５１３（８番人気）� １２８１２６（１番人気）� ３８９３６（６番人気）
枠連票数 計 ３３０３８７ 的中 （５－７） １７０５１（７番人気）
馬連票数 計１５８６８１２ 的中 �� ３４２１７（１４番人気）
馬単票数 計 ８５８８１１ 的中 �� ７１１３（４０番人気）
ワイド票数 計 ４６６５９６ 的中 �� １０２８１（１４番人気）�� ４１３５（３４番人気）�� １２９１６（１１番人気）
３連複票数 計１７３３０６５ 的中 ��� １３１１２（４１番人気）
３連単票数 計３４３５８２３ 的中 ��� ３６０３（２５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．０―３６．７―４８．３―１：００．５―１：１２．４―１：２４．３―１：３５．９―１：４７．５

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

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

勝馬の
紹 介

カワキタコマンド �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２００９．８．１ 新潟１２着

２００７．３．２９生 牡４鹿 母 アイシータカオー 母母 ヴァーデビルレディー ３２戦４勝 賞金 ７８，５２５，０００円
〔制裁〕 カワキタコマンド号の騎手渡辺薫彦は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（２番への進路影響）

２レース目



２７０２３ ９月１１日 晴 良 （２３中山４）第２日 第１１競走 ��
��１，６００�第５６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，２２．９．１１以降２３．９．４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 ５０４，０００円 １４４，０００円 ７２，０００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

５８ フィフスペトル 牡５鹿 ５７ 横山 典弘 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０± ０１：３１．９ ３．６�

８１４ アプリコットフィズ 牝４黒鹿５４ 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４３８－１２１：３２．０� １８．２�
５７ レインボーペガサス 牡６鹿 ５７．５ 安藤 勝己吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５００－ ６１：３２．２１ ５．０�
２２ � オセアニアボス 牡６青鹿５６ 石橋 脩�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud ４８８－ ４ 〃 クビ １２．７�
４５ エアラフォン 牡４栗 ５６ 福永 祐一 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４７０－１２１：３２．３クビ ２．７�
４６ ムラマサノヨートー 牡７栗 ５５ 的場 勇人新井 孝治氏 牧 光二 浦河 岡本 昌市 B４９２－ ４１：３２．４� ４９．６	
３３ スズカコーズウェイ 牡７栗 ５６ 北村 宏司永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４７４± ０ 〃 ハナ ６３．５

１１ コスモセンサー 牡４栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ４９８－ ４１：３２．５� １１．２�
３４ マイネルフォーグ 牡７鹿 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 浦河 永田 克之 ４５４－１０１：３２．７１� ９１．６�
６１０ ド モ ナ ラ ズ 牡６栗 ５３ 嶋田 純次小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４７２± ０１：３２．８� １３０．７
７１２ メイビリーヴ 牝６栗 ５３ 中舘 英二千明牧場 松山 康久 千歳 社台ファーム ５０２－ ６１：３３．０１� ３１．６�
８１３� フライングアップル 	７鹿 ５４ 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 McKee Sta-

bles, Inc. B５０２－ ４１：３３．１� １７８．３�
６９ タマモナイスプレイ 牡６黒鹿５７ 渡辺 薫彦タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８４－ ２１：３３．４１� １６．１�
７１１ マイネルファルケ 牡６鹿 ５６ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５２２± ０ 〃 アタマ ３２．８�

（１４頭）

売 得 金
単勝： １１９，０７７，４００円 複勝： １５０，５８７，６００円 枠連： １０９，２９２，５００円 馬連： ５４８，７１６，１００円 馬単： ３０４，９６１，１００円

ワイド： １４６，０４４，４００円 ３連複： ６５９，４４７，１００円 ３連単： １，４３６，８５１，６００円 ５重勝： ２，８３２，７５０，３００円 計： ６，３０７，７２８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � ４２０円 � ２００円 枠 連（５－８） １，８５０円

馬 連 �� ３，４５０円 馬 単 �� ５，３２０円

ワ イ ド �� １，１４０円 �� ４００円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ６，２７０円 ３ 連 単 ��� ３５，０４０円

５ 重 勝
対象競走：阪神１０R／中山１０R／札幌１１R／阪神１１R／中山１１R

キャリーオーバー なし����� １，００８，０１０円

票 数

単勝票数 計１１９０７７４ 的中 � ２６７８１９（２番人気）
複勝票数 計１５０５８７６ 的中 � ３３２０２１（２番人気）� ７１４５７（７番人気）� ２０９７７４（３番人気）
枠連票数 計１０９２９２５ 的中 （５－８） ４３７２８（１０番人気）
馬連票数 計５４８７１６１ 的中 �� １１７３８４（１４番人気）
馬単票数 計３０４９６１１ 的中 �� ４２３１２（１９番人気）
ワイド票数 計１４６０４４４ 的中 �� ３０２７６（１４番人気）�� ９８８０７（３番人気）�� ２３７９９（１８番人気）
３連複票数 計６５９４４７１ 的中 ��� ７７６４２（１９番人気）
３連単票数 計１４３６８５１６ 的中 ��� ３０２６６（１０４番人気）
５重勝票数 計２８３２７５０３ 的中 ����� ２９２０

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．０―２３．０―３４．０―４５．１―５６．６―１：０８．３―１：２０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３５．３

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

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

勝馬の
紹 介

フィフスペトル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Bahri デビュー ２００８．７．１２ 函館１着

２００６．５．２２生 牡５鹿 母 ライラックレーン 母母 Lilac Garden １７戦５勝 賞金 ２０７，１３１，０００円
〔制裁〕 スズカコーズウェイ号の騎手北村宏司は，発走後に外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（４番・５番・６番への進

路影響）

２７０２４ ９月１１日 晴 良 （２３中山４）第２日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０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

４７ センターステージ 牝５鹿 ５５ 石橋 脩 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム ４７０＋ ８１：１１．５ ４．０�

２３ パシオンルージュ 牝３鹿 ５３ 福永 祐一吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 ４６６＋１２ 〃 クビ ３．９�
３６ フレンチミシル 牝３栗 ５３

５０ ▲平野 優�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４６６－ ２１：１１．６クビ １３．９�
８１６ イルドロール 牝５栗 ５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 新冠 追分ファーム ４７４＋ ２ 〃 クビ ３０．３�
３５ フレイムヴェイン 牝４栗 ５５ 大野 拓弥 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５８± ０１：１２．０２� ４８．９�
１１ コーンドリー 牝３黒鹿５３ 木幡 初広 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４１：１２．１クビ ８．４	
５９ � ジュンノアスカ 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４６８－ ４１：１２．２� ６２．０

６１２ ナンヨークイーン 牝５鹿 ５５ 江田 照男中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム B４３８－ ２ 〃 クビ １２．５�
５１０ カナエチャン 牝３青鹿 ５３

５０ ▲杉原 誠人長井 純一氏 松山 康久 浦河 上山牧場 B４３６－ ２１：１２．７３ ８３．０�
４８ レッツマンボウ 牝３栗 ５３ 武士沢友治�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 ４７２－ ２１：１２．８� １０．４
８１５ フラワーロック 牝３鹿 ５３ 北村 宏司�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４５８＋ ４ 〃 アタマ ７．７�
１２ イグナイトカフェ 牝５鹿 ５５ 中舘 英二西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４８４＋１４１：１２．９クビ ６７．４�
７１４ ニシノカーリー 牝３鹿 ５３

５０ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４２２＋ ２ 〃 ハナ ８．２�
７１３ ツクババレー 牝３鹿 ５３ 横山 典弘荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 ヤナガワ牧場 ４５６＋１２１：１３．０� ８７．１�
２４ コ ス モ レ ニ 牝４黒鹿５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 石原牧場 ４６４＋１０１：１３．１� ６３．６�
６１１� スメルスイート 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲高嶋 活士中村 和夫氏 栗田 徹 新ひだか 沖田 博志 B５０６＋ ２１：１６．９大差 ９２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５２，４４９，４００円 複勝： ７３，３０３，７００円 枠連： ５０，９９８，０００円

馬連： １８３，０９８，９００円 馬単： １０２，１６７，２００円 ワイド： ６４，６０４，０００円

３連複： ２３５，１６７，９００円 ３連単： ４５５，７９０，９００円 計： １，２１７，５８０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � ３２０円 枠 連（２－４） ６３０円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� １，５７０円

ワ イ ド �� ４００円 �� １，０５０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ４，５６０円 ３ 連 単 ��� １７，１６０円

票 数

単勝票数 計 ５２４４９４ 的中 � １０５０４２（２番人気）
複勝票数 計 ７３３０３７ 的中 � １１０１７１（２番人気）� １２３１２１（１番人気）� ５０１１５（８番人気）
枠連票数 計 ５０９９８０ 的中 （２－４） ５９７５２（１番人気）
馬連票数 計１８３０９８９ 的中 �� １５６８３２（１番人気）
馬単票数 計１０２１６７２ 的中 �� ４８２７６（１番人気）
ワイド票数 計 ６４６０４０ 的中 �� ４４２０２（１番人気）�� １４５３５（１４番人気）�� １３６３２（１７番人気）
３連複票数 計２３５１６７９ 的中 ��� ３８０６４（９番人気）
３連単票数 計４５５７９０９ 的中 ��� １９６１２（１９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．３―１２．２―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．９―４６．１―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

センターステージ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．２ 新潟１着

２００６．５．１８生 牝５鹿 母 ランニングヒロイン 母母 ダイナアクトレス ９戦３勝 賞金 ２６，４１０，０００円
〔その他〕 スメルスイート号は，競走中に疾病〔寛骨々折〕を発症。なお，同馬は予後不良。
※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 プリンシプルレディ号
（非抽選馬） １頭 クリノオーラ号

５レース目



（２３中山４）第２日 ９月１１日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６０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

２４３，０２０，０００円
５，３００，０００円
１７，８００，０００円
１，３６０，０００円
２２，７１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５０，９２３，０００円
４，３９８，０００円
１，５８４，０００円

勝馬投票券売得金
４０３，８７７，７００円
６１４，１７０，１００円
３２２，０５５，３００円
１，３９３，７００，９００円
８６３，４７３，７００円
４４７，９４１，８００円
１，６４８，９１７，８００円
３，５１１，５６５，３００円
２，８３２，７５０，３００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 １２，０３８，４５２，９００円

総入場人員 ２７，６６２名 （有料入場人員 ２３，６９２名）


