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２７０２５ ９月１７日 晴 良 （２３中山４）第３日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時１５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

６１１ ジョウノソナタ 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 ４５４－１０１：１３．５ ４８．５�

８１６ ハタノアブソルート 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ５１６＋１２１：１３．６� ３．８�

２４ ニシノセレーノ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司西山 茂行氏 田村 康仁 浦河 高昭牧場 ４５２＋ ２１：１３．９２ ２．６�
７１４ サハラブレイヴ 牡２栗 ５４ 小牧 太 �グリーンファーム 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：１４．０� ４．８�
１１ エ ゾ ム サ シ 牡２青鹿５４ 後藤 浩輝瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 ４５６＋ ４１：１４．２１� ７．０�
４７ ド ル モ ン 牡２鹿 ５４ 嘉藤 貴行伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 B４８６± ０１：１４．６２� １８６．１	
１２ レッドオスカー 牝２青鹿５４ 柴田 善臣桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ４８６＋ ８１：１４．７� １１．２

３６ ダ ー ル マ ン 牡２黒鹿５４ 藤岡 康太小池 繁徳氏 松永 康利 浦河 ハッピーネ

モファーム ４７４＋ ２１：１４．９１� １０５．６�
３５ フ ロ ー リ ア 牝２栗 ５４ 大野 拓弥�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４３４－ ４１：１５．１１� １５．０�
５１０ シンデンアラタ 牡２黒鹿５４ 木幡 初広神田 通博氏 田島 俊明 新ひだか 落合 一巳 ４７６－ ４１：１５．３１� １８４．０
７１３ マイネルセグメント 牡２栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋ ８１：１５．５１� １９１．２�
４８ イーグルストーン 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４７０＋ ２１：１５．７１� ４３．３�
２３ ルチルマニッシュ 牝２栗 ５４

５１ ▲平野 優北所 直人氏 矢野 英一 新ひだか 見上牧場 ４６０＋ ８１：１６．２３ ３４１．１�
８１５ トーセンプラチナ 牡２鹿 ５４ 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６２－ ２１：１６．３� ９８．８�
５９ カルメンズサン 牡２栗 ５４ 幸 英明 �荻伏三好ファーム清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ４４４＋ ４１：１６．７２� ２０４．７�
６１２ ホクテンリステル 牡２鹿 ５４ 武士沢友治小川 幸助氏 石毛 善彦 浦河 マミーファーム ４８４＋ ６１：１８．２９ ２１４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２５７，５００円 複勝： ４０，７１８，３００円 枠連： １６，９８０，９００円

馬連： ５７，９７３，４００円 馬単： ３９，７０１，８００円 ワイド： ２５，１２２，３００円

３連複： ８１，９２２，７００円 ３連単： １２６，４８１，２００円 計： ４０９，１５８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，８５０円 複 勝 � ７７０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（６－８） ７，４７０円

馬 連 �� ７，９２０円 馬 単 �� ２５，１６０円

ワ イ ド �� ２，２００円 �� １，６００円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ８，７１０円 ３ 連 単 ��� １３９，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２０２５７５ 的中 � ３２９３（８番人気）
複勝票数 計 ４０７１８３ 的中 � ８８１５（８番人気）� ６４６５７（３番人気）� １１４７６９（１番人気）
枠連票数 計 １６９８０９ 的中 （６－８） １６７９（１７番人気）
馬連票数 計 ５７９７３４ 的中 �� ５４０６（１９番人気）
馬単票数 計 ３９７０１８ 的中 �� １１６５（４７番人気）
ワイド票数 計 ２５１２２３ 的中 �� ２６０２（２０番人気）�� ３６２３（１７番人気）�� ２０２６１（２番人気）
３連複票数 計 ８１９２２７ 的中 ��� ６９４４（２３番人気）
３連単票数 計１２６４８１２ 的中 ��� ６６８（２９４番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．２―１２．０―１２．３―１２．４―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．２―３５．２―４７．５―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョウノソナタ �
�
父 シーキングザダイヤ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１１．８．７ 新潟１３着

２００９．５．２６生 牝２黒鹿 母 ジョウノナイヤガラ 母母 ザ ン ベ ー ジ ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホクテンリステル号は，平成２３年１０月１７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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 ダイメイヘイロー号・ハヤブサロック号・プレミアムゴールド号・ラブリースター号

２７０２６ ９月１７日 晴 良 （２３中山４）第３日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時４５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 サトノギャラント 牡２黒鹿５４ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８４－ ２１：５１．５ １．６�

２２ タニセンヴォイス 牝２栗 ５４ 武 豊染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４３４－ ４ 〃 クビ ２５．０�
１１ タイセイグルーヴィ 牡２鹿 ５４ 福永 祐一田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 ４５６－ ２１：５１．６クビ ７．３�
６９ マイネルバルドル 牡２栗 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム ５０４＋ ６１：５１．８１� ８９．７�
３４ スプリングピース 牡２栗 ５４ 蛯名 正義廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ ６１．０�
５８ プレミアムタイム 牡２栗 ５４

５２ △国分 優作 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム ４８８＋ ２１：５１．９クビ １０．７	
７１２ コスモキャサリン 牝２栗 ５４ 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 平井 雄二 新冠 ビッグレッドファーム ４６６－ ２１：５２．０� ２９．９

６１０ レッドガルシア 牡２栗 ５４ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 ４９６－ ４ 〃 クビ ４．５�
５７ ジャンプアウト 牡２鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ４８０－ ６１：５２．１� ２５２．１�
７１１ アラビアンジョージ 牡２鹿 ５４ 江田 照男吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 浦河 南部 功 ４３４－ ４１：５２．３１ ９０．５
４５ リバティーアゲイン 牡２青鹿５４ 大庭 和弥阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 ４６２＋ ２１：５２．５１� ７２．７�
８１３ キョウワアマテラス 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 ４７０－ ２１：５２．６� １６５．１�
８１４ セントトーマス 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信田島榮二郎氏 大江原 哲 様似 小田 誠一 ４９８＋ ６１：５２．９２ １０７．３�
４６ ナンヨーガンバロー 牡２鹿 ５４ 和田 竜二中村 �也氏 手塚 貴久 新ひだか 増本牧場 ４９６＋ ４１：５３．６４ ３１２．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２４，０８６，７００円 複勝： ７４，３２０，８００円 枠連： １４，７３１，５００円

馬連： ５１，０３０，１００円 馬単： ４４，２９７，４００円 ワイド： ２３，５１７，１００円

３連複： ６９，４１２，４００円 ３連単： １３４，６５９，４００円 計： ４３６，０５５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ４３０円 � １８０円 枠 連（２－３） １，５２０円

馬 連 �� １，４１０円 馬 単 �� １，８４０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ２５０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� １，８００円 ３ 連 単 ��� ７，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２４０８６７ 的中 � １２６０８６（１番人気）
複勝票数 計 ７４３２０８ 的中 � ４７７７９１（１番人気）� １６８３４（５番人気）� ６００６３（３番人気）
枠連票数 計 １４７３１５ 的中 （２－３） ７１５９（６番人気）
馬連票数 計 ５１０３０１ 的中 �� ２６７８８（５番人気）
馬単票数 計 ４４２９７４ 的中 �� １７８１２（６番人気）
ワイド票数 計 ２３５１７１ 的中 �� ８７７１（７番人気）�� ２７２２７（２番人気）�� ４５９０（１２番人気）
３連複票数 計 ６９４１２４ 的中 ��� ２８４６３（６番人気）
３連単票数 計１３４６５９４ 的中 ��� １３７５１（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２５．１―３８．１―５１．２―１：０４．０―１：１６．５―１：２８．７―１：４０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．０
１
３
９（１２，１３）（２，４）（３，６，８）（５，１０）（１，１１）－７，１４
９，１２（２，１３）（４，８）６（３，１１）１０（１，５，１４）７

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノギャラント �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．８．２１ 札幌３着

２００９．２．１３生 牡２黒鹿 母 スティンガー 母母 レガシーオブストレングス ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円

第４回　中山競馬　第３日



２７０２７ ９月１７日 晴 良 （２３中山４）第３日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時１５分 （ダート・右）

牝，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

７１３ ダ ー リ ブ 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４４０＋ ４１：５５．９ ３．４�

８１６ コスモシャオロン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 桜井牧場 ４７６＋ ８１：５６．５３� ７．６�
４７ レインボーデイズ 牝３栗 ５４ 吉田 豊�ターフ・スポート鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４２０－ ６ 〃 ハナ ８．８�
２４ エメラルドインディ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信�大樹ファーム 久保田貴士 浦河 杵臼牧場 ４４６＋ ２１：５７．１３� ５．６�
１１ メ ギ ー ビ ー 牝３黒鹿５４ 北村 宏司石瀬 浩三氏 大竹 正博 様似 小田 誠一 ４８６± ０１：５７．３１ ８．０�
５１０ クーファバステト 牝３青鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太大迫久美子氏 伊藤 正徳 新冠 村上 欽哉 ４３４＋１４１：５７．８３ ３３４．３�
７１４ スイートジョリ 牝３青 ５４ 田中 勝春シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 ４６６± ０１：５８．３３ １１０．２	
６１２ サマーサルサ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優セゾンレースホース
 畠山 吉宏 新ひだか グランド牧場 ５００－１４１：５８．４� ５４．２�
１２ リアルボイス 牝３栗 ５４ 中舘 英二宮川 純造氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 ４５２－ ２１：５８．５クビ ３．４�
３６ マグピーソング 牝３芦 ５４ 大庭 和弥藤田 在子氏 天間 昭一 新冠 村上 雅規 ４３２＋ ８１：５８．７１� ３００．１
６１１ フィッシュザビート 牝３黒鹿５４ 江田 照男魚住 啓市氏 畠山 吉宏 浦河 福田牧場 ４２６± ０１：５９．１２� ３２．４�
５９ ユキノセリーヌ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム ４４６－１０１：５９．２� ２８０．２�
４８ ヤングチョウサン 牝３鹿 ５４ 丸山 元気長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４２６－ ８１：５９．９４ ６９．３�
２３ スズカクエーサー 牝３鹿 ５４ 幸 英明永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 ４１２＋ ２２：００．２１� １２９．８�
８１５ ソ ノ リ テ ィ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 
ローレルレーシング 勢司 和浩 日高 タバタファーム ４１８＋１０２：００．４１ ３３．４�
３５ マーガレットブーケ 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人山田 弘氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２２：１３．０大差 ３６３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７６４，４００円 複勝： ４０，２０７，８００円 枠連： １６，９２９，６００円

馬連： ５２，５４６，４００円 馬単： ３４，４０７，５００円 ワイド： ２２，９６０，９００円

３連複： ６９，６７８，４００円 ３連単： １０９，８３５，７００円 計： ３６６，３３０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ２５０円 枠 連（７－８） ８４０円

馬 連 �� １，１６０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ４５０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ２，２５０円 ３ 連 単 ��� １０，１７０円

票 数

単勝票数 計 １９７６４４ 的中 � ４６０６８（２番人気）
複勝票数 計 ４０２０７８ 的中 � ９６０６２（１番人気）� ５７６１９（３番人気）� ３４１４３（５番人気）
枠連票数 計 １６９２９６ 的中 （７－８） １５０４５（４番人気）
馬連票数 計 ５２５４６４ 的中 �� ３３５５７（４番人気）
馬単票数 計 ３４４０７５ 的中 �� １３０２６（４番人気）
ワイド票数 計 ２２９６０９ 的中 �� １４２３２（４番人気）�� １３０１０（５番人気）�� ６４０９（１３番人気）
３連複票数 計 ６９６７８４ 的中 ��� ２２８６３（７番人気）
３連単票数 計１０９８３５７ 的中 ��� ７９７５（２３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．７―１３．５―１２．９―１３．１―１３．８―１２．８―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．４―３６．１―４９．６―１：０２．５―１：１５．６―１：２９．４―１：４２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．４―３F４０．３
１
３
２，９（１１，１５）－（３，５，１２）１３，４（６，１０）－（１，１４）－（７，８）－１６
２，９－（１１，１５）１３，１２（１０，１）－（４，７，１４）（８，１６）－６－３＝５

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

勝馬の
紹 介

ダ ー リ ブ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１０．１１．２０ 東京７着

２００８．４．２４生 牝３栗 母 コスモリバー 母母 バンカーズフェバレイト １４戦１勝 賞金 １１，５００，０００円
〔制裁〕 メギービー号の騎手北村宏司は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（６番・１４番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカクエーサー号・ソノリティ号は，平成２３年１０月１７日まで平地競走に出走できない。

マーガレットブーケ号は，平成２３年１１月１７日まで平地競走に出走できない。

２７０２８ ９月１７日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３中山４）第３日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時４５分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

２２ レオソリスト 牡６黒鹿６０ 平沢 健治�レオ 岩戸 孝樹 平取 協栄組合 ５３０± ０３：１３．４ ２．２�

８１３� モ ル エ ラ ン �６青鹿６０ 柴田 大知 �ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 ４６６－ ４ 〃 クビ ８．０�
１１ カシマパステル 牝４鹿 ５８ 鈴木 慶太松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４６０＋ ６３：１３．９３ １８．２�
８１２ カネスラファール 牡７黒鹿６０ 横山 義行杉澤 光雄氏 小野 次郎 門別 坂 牧場 ４８０± ０３：１４．０クビ ２３．１�
５７ ア バ デ ィ �４黒鹿６０ 大庭 和弥加藤 信之氏 清水 美波 日高 小屋畑 和久 ４３２－ ２３：１４．４２� １７．２�
７１０� アイティーバトル 牡６鹿 ６０ 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 平取 池田牧場 ４９２＋ ２３：１４．６１� ５．８	
４５ � ボンジュールヒカリ 牡４栗 ６０ 山本 康志田中善次郎氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 ５０６＋ ８３：１４．７クビ ４．３

５６ � フジノベルモット 牡４青鹿６０ 石神 深一中村 博亮氏 柄崎 孝 新冠 須崎牧場 ４６２＋ ４３：１４．８� １８６．３�
６８ ノーブルエース 牝４鹿 ５８ 池崎 祐介�原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４１０－ ６３：１５．５４ １０２．２
４４ �� ユ キ オ ー �５栗 ６０ 五十嵐雄祐中村 浩章氏 藤原 辰雄 米 Alfonso

J.Mazzetti ４９８－ ４３：１５．８１	 １４．５�
７１１� ハ ツ ノ ボ リ 牝５栗 ５８ 草野 太郎栗本 博晴氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ４４２± ０３：１７．４１０ １２６．６�
６９ ヨシダークスマイル 牝４鹿 ５８ 金子 光希田辺 喜彦氏 石毛 善彦 日高 木村牧場 ４４８＋１２３：２１．８大差 １９６．４�
３３ � ホーカーシーホーク 牡５黒鹿６０ 水出 大介石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 曾我 博 ４６４＋ ８ （競走中止） １０７．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，１２７，０００円 複勝： ２０，５３４，５００円 枠連： １３，６０８，８００円

馬連： ３９，６１１，３００円 馬単： ３１，４４２，２００円 ワイド： １６，８７２，８００円

３連複： ５３，９７８，３００円 ３連単： １０２，２７６，２００円 計： ２９３，４５１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � ２８０円 枠 連（２－８） ５８０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド �� ３００円 �� ５２０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ２，７８０円 ３ 連 単 ��� ８，０８０円

票 数

単勝票数 計 １５１２７０ 的中 � ５６０８４（１番人気）
複勝票数 計 ２０５３４５ 的中 � ５８４９２（１番人気）� ２７８７５（４番人気）� １４５３７（５番人気）
枠連票数 計 １３６０８８ 的中 （２－８） １７４３５（２番人気）
馬連票数 計 ３９６１１３ 的中 �� ４４６８５（２番人気）
馬単票数 計 ３１４４２２ 的中 �� ２５８３５（２番人気）
ワイド票数 計 １６８７２８ 的中 �� １６０４７（２番人気）�� ７９５１（５番人気）�� ３０３５（１７番人気）
３連複票数 計 ５３９７８３ 的中 ��� １４３６０（１１番人気）
３連単票数 計１０２２７６２ 的中 ��� ９３５３（１９番人気）

上り １マイル １：４９．０ ４F ５３．７－３F ４０．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レオソリスト �
�
父 スキャターザゴールド �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．８．２５ 新潟１８着

２００５．４．３生 牡６黒鹿 母 マチカネレイロウ 母母 シヤイニーアンドブライト 障害：３戦１勝 賞金 １０，２００，０００円
〔競走中止〕 ホーカーシーホーク号は，２周目３号障害〔いけ垣〕着地時に騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。



２７０２９ ９月１７日 晴 良 （２３中山４）第３日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時３５分 （芝・右・外）

牝，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

８１５ フリーダムマーチ 牝２黒鹿５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２４ ―１：３６．６ ２．８�

２４ エレクティオン 牝２鹿 ５４ 丸山 元気日下部勝�氏 土田 稔 新冠 平山牧場 ４７０ ―１：３６．８１� １６．３�
５１０ シンジルキボウアイ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 ４２２ ― 〃 クビ ２４．３�
３５ ポジショントーク 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７４ ―１：３７．２２� ３．４�
６１１ エルザブラバント 牝２鹿 ５４ 松岡 正海佐々木雄二氏 田村 康仁 新冠 ハシモトフアーム ４３８ ―１：３７．３クビ １３．７�
２３ トーセンオードリー 牝２黒鹿５４ 武士沢友治島川 �哉氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：３７．５１� ５７．１	
７１３ スリリングレディ 牝２栗 ５４ 中舘 英二久保 敏文氏 大江原 哲 日高 大沢育成牧場 ４４４ ― 〃 ハナ ８４．０

６１２ クールサファイヤ 牝２芦 ５４ 江田 照男川上 哲司氏 矢野 英一 様似 ホウセイ牧場 ４７２ ―１：３７．７１ １２９．９�
７１４ マリーズデイ 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 ４５２ ―１：３８．０１� ４３．５�
１２ ジャストザハピネス 牝２黒鹿５４ 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４０ ― 〃 クビ ４．０
８１６ アヴニールアイ 牝２青鹿５４ 吉田 豊ディアレスト 清水 英克 新冠 長浜 秀昭 ４０２ ―１：３８．２１ １１９．２�
４７ オテンバレディ 牝２栗 ５４

５２ △国分 優作丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 松本牧場 ４６４ ―１：３８．３� ２２０．２�
１１ ドクターハンチ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣松岡 悟氏 柴田 政人 日高 庄野牧場 ４５２ ― 〃 クビ １９．１�
３６ キタサンプライド 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎�大野商事 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４７６ ―１：３８．９３� １０４．４�
４８ トウカイミリオン 牝２鹿 ５４ 北村 友一内村 正則氏 栗田 徹 平取 びらとり牧場 ４３２ ―１：３９．２２ ５１．４�
５９ ノリコエヨウ 牝２鹿 ５４ 幸 英明小田切有一氏 本間 忍 浦河 木村牧場 ５１６ ―１：３９．５２ ４４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４２３，４００円 複勝： ２８，９２９，０００円 枠連： １７，８６４，７００円

馬連： ５１，０２７，９００円 馬単： ３６，５４７，４００円 ワイド： ２０，５６６，５００円

３連複： ６５，７７２，７００円 ３連単： １０９，５１７，４００円 計： ３５０，６４９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ４２０円 � ４３０円 枠 連（２－８） １，６７０円

馬 連 �� ２，１３０円 馬 単 �� ２，７２０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� １，２６０円 �� ３，４２０円

３ 連 複 ��� １２，３１０円 ３ 連 単 ��� ４４，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２０４２３４ 的中 � ５８０３５（１番人気）
複勝票数 計 ２８９２９０ 的中 � ７２７８６（１番人気）� １４７４５（５番人気）� １４６１９（６番人気）
枠連票数 計 １７８６４７ 的中 （２－８） ７９３４（６番人気）
馬連票数 計 ５１０２７９ 的中 �� １７７２３（５番人気）
馬単票数 計 ３６５４７４ 的中 �� ９９４０（７番人気）
ワイド票数 計 ２０５６６５ 的中 �� ６１８９（７番人気）�� ４０３０（１３番人気）�� １４２９（３５番人気）
３連複票数 計 ６５７７２７ 的中 ��� ３９４６（３８番人気）
３連単票数 計１０９５１７４ 的中 ��� １８１５（１２０番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．１―１２．２―１２．２―１２．３―１１．９―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．７―３６．９―４９．１―１：０１．４―１：１３．３―１：２４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．２

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

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

勝馬の
紹 介

フリーダムマーチ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Areion 初出走

２００９．１．１３生 牝２黒鹿 母 フリードリームズ 母母 Free Pride １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※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。
（非当選馬） ５頭 タマモチャチャチャ号・テンジンローレン号・ニシノフノス号・ビップシャイン号・ユウキアンサー号

２７０３０ ９月１７日 晴 良 （２３中山４）第３日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１３時０５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

５１０ ラストメッセージ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 B４３２＋ ２１：１３．４ ２．７�

１２ ハートノイヤリング 牝３栗 ５４ 田中 勝春吉田 千津氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４８８＋ ６１：１３．５� ２８．６�
４８ ブロンクステイル 牡３黒鹿５６ 武 豊 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 追分ファーム ４６８－１８１：１３．７１ ４．９�
６１１ ダズリングスマイル 牝３鹿 ５４ 石橋 脩梅村 浩氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４３２－ ８１：１３．９１� ３．８�
５９ ラブギムレー 牝３青鹿５４ 伊藤 工真増田 陽一氏 田島 俊明 新ひだか 武 牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ ４４．２�
３６ チャンピオンアラシ 牡３栗 ５６ 北村 宏司坪野谷和平氏 大竹 正博 新冠 川上牧場 ４７０＋ ６１：１４．０クビ １７．６�
２４ コスモロングロード 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 清水 利章 清水 小野瀬 晃司 ４７２＋１２ 〃 クビ １１．０	
６１２ ケイアイカミノコエ 牡３黒鹿５６ 幸 英明 
啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 青森 野々宮牧場 B５０２－ ２１：１５．１７ ７．５�
３５ タケデンレッド 牝３鹿 ５４ 北村 友一武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 ４７６－１２１：１５．３１ １１３．０�
７１４ ルシエルクレール 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉浦 宏昭 日高 オリオンファーム ４２２＋ １ 〃 クビ ２３．４
８１５ シンボリゾンネ 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ５３０－ ４１：１５．５１ １１４．６�
１１ ソニックフリート 牝３鹿 ５４

５２ △国分 優作中村 浩章氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ３９４－ ６１：１５．９２� １０２．８�
４７ ビューティブルー 牝３黒鹿５４ 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 浦河 ミルファーム ５２４＋２０１：１６．０� ２８４．８�
７１３ ジェヌスケラスス 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ４７４＋１０１：１６．２１� ５２８．１�
２３ ウ ネ メ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治澤田 新吾氏 中島 敏文 新冠 競優牧場 ３７６－ ２１：１７．７９ ４４４．２�
８１６ スリーアイシング 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介永井商事
 田中 剛 むかわ 新井牧場 ４７４ ―１：１８．９７ ３２８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，６４３，８００円 複勝： ３７，８２７，０００円 枠連： １８，５１９，１００円

馬連： ６３，８４１，６００円 馬単： ４０，８０４，０００円 ワイド： ２５，７９５，６００円

３連複： ８０，９７８，８００円 ３連単： １３５，１６０，４００円 計： ４２４，５７０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � ６１０円 � １７０円 枠 連（１－５） ２，６１０円

馬 連 �� ２，９７０円 馬 単 �� ５，０７０円

ワ イ ド �� １，０４０円 �� ３１０円 �� １，７５０円

３ 連 複 ��� ４，６００円 ３ 連 単 ��� ２５，３００円

票 数

単勝票数 計 ２１６４３８ 的中 � ６３７７３（１番人気）
複勝票数 計 ３７８２７０ 的中 � １１１００１（１番人気）� １０３７３（９番人気）� ５９２２０（２番人気）
枠連票数 計 １８５１９１ 的中 （１－５） ５２４０（１１番人気）
馬連票数 計 ６３８４１６ 的中 �� １５９１１（１３番人気）
馬単票数 計 ４０８０４０ 的中 �� ５９４４（２０番人気）
ワイド票数 計 ２５７９５６ 的中 �� ５７２２（１５番人気）�� ２４３０７（２番人気）�� ３３０１（２３番人気）
３連複票数 計 ８０９７８８ 的中 ��� １２９９８（１８番人気）
３連単票数 計１３５１６０４ 的中 ��� ３９４４（７７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１１．９―１２．７―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．４―３５．３―４８．０―１：００．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．１
３ １０，１１（１，１２，１４）（４，１５）（２，１３，８，７）９－６－３－５＝１６ ４ ・（１０，１１）１２，１，１４（４，８）１５，２（９，７）６－１３，３－５＝１６

勝馬の
紹 介

ラストメッセージ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．５．１４ 新潟３着

２００８．２．３生 牝３栗 母 フェニックスバード 母母 トロフィーポイント ７戦１勝 賞金 １３，３００，０００円
〔騎手変更〕 コスモロングロード号の騎手松岡正海は，負傷のため大野拓弥に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーアイシング号は，平成２３年１０月１７日まで平地競走に出走できない。

ウネメ号は，平成２３年１１月１７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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ベルウッドショット号



２７０３１ ９月１７日 晴 良 （２３中山４）第３日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３５分（番組第１２競走を順序変更） （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

７７ カンタベリーダダ 牡３鹿 ５４ 幸 英明峰 哲馬氏 鈴木 勝美 むかわ ヤマイチ牧場 ４５４－１０１：５４．２ ３．０�

２２ ギャザーロージズ �４芦 ５７ 田辺 裕信吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B４７０＋ ２１：５４．３� ２．８�
６６ レッドシャリオ 牡４栗 ５７ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 三城牧場 ４９８＋ ２１：５４．５１	 １２．７�
４４ アールシネマスタア 牡３栗 ５４ 武 豊星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 ４８８＋ ２１：５４．９２
 ５．７�
５５ カントリースノー 牡４黒鹿５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ５３８－ ４１：５５．０
 ４．７�
３３ � エイコオレジェンド 牡４黒鹿５７ 武士沢友治井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 萩澤 泰博 B４７０－ ４１：５５．４２
 ３９．４�
８９ ロードエフォール 牡３黒鹿５４ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 ４８８－ ２１：５５．５� ３０．６	
８８ � ミシュランシチー 牡５鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 富川田中牧場 ４７４－ ２１：５６．２４ １９８．０

１１ シンボリシュテルン 牡３黒鹿５４ 北村 宏司シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 ５２０＋ ６１：５６．４１ ３８．９�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２３，８０９，３００円 複勝： ３９，９４４，９００円 枠連： １３，０３７，０００円

馬連： ５６，３２９，５００円 馬単： ４３，２１７，４００円 ワイド： ２３，３５１，９００円

３連複： ６４，９２５，２００円 ３連単： １５３，８６４，１００円 計： ４１８，４７９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � ２００円 枠 連（２－７） ４６０円

馬 連 �� ４３０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ４７０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，３４０円 ３ 連 単 ��� ４，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２３８０９３ 的中 � ６４２６８（２番人気）
複勝票数 計 ３９９４４９ 的中 � ９４７３１（２番人気）� １０３２４０（１番人気）� ３７５８７（５番人気）
枠連票数 計 １３０３７０ 的中 （２－７） ２０９５８（１番人気）
馬連票数 計 ５６３２９５ 的中 �� ９７８６４（１番人気）
馬単票数 計 ４３２１７４ 的中 �� ３７３０１（２番人気）
ワイド票数 計 ２３３５１９ 的中 �� ３１９４４（１番人気）�� １１１７１（７番人気）�� １０８７５（８番人気）
３連複票数 計 ６４９２５２ 的中 ��� ３５７９７（５番人気）
３連単票数 計１５３８６４１ 的中 ��� ２３３６９（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．５―３７．５―５１．１―１：０４．０―１：１６．８―１：２９．５―１：４１．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カンタベリーダダ �

父 ルールオブロー �


母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１０．３１ 福島２着

２００８．３．６生 牡３鹿 母 デリバティブ 母母 ア ム ダ リ ア ７戦２勝 賞金 １８，９５０，０００円

２７０３２ ９月１７日 晴 良 （２３中山４）第３日 第８競走 ��
��２，５００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時０５分 （芝・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

２：２９．５
２：２９．５

良

良

４４ ファーストグロース 牡４鹿 ５７ 吉田 豊吉田 千津氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７６± ０２：３２．７ ８．９�

５６ ロングスローイン 牡３鹿 ５４ 幸 英明渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 ４９２－ ２２：３２．９１� １０．８�
７１０ クイーンオリーブ 牝３青鹿５２ 中舘 英二有限会社シルク牧 光二 浦河 杵臼牧場 ４４４＋ ２ 〃 ハナ ３．３�
６７ ヴァルガリス 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義 �キャロットファーム 小野 次郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－１２２：３３．１１� ７９．２�
５５ ベストアンサー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４６２＋ ２２：３３．２クビ ４．３�
８１２ ヒビケジンダイコ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝ベニバナ組合 畠山 吉宏 浦河 今井 秀樹 B４５８± ０２：３３．３	 １１．４�
２２ トップモースト 牡３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４２２－ ６２：３３．４� ２２．９

３３ 
 キ イ レ 牝４鹿 ５５ 柴田 大知小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 富田牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ ４３．０�
１１ 
 ムカワタイガー 牡３栗 ５４ 大野 拓弥小田 廣美氏 鈴木 勝美 平取 稲原牧場 ４５０－ ４２：３３．６１� １７８．５�
７９ パ ン ジ ャ 牡３青鹿５４ 武 豊深澤 朝房氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５０６－ ４２：３３．８１� ３．３
６８ メイショウクレモナ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４５８－ ２２：３４．７５ ４１．９�
８１１ フレンドサンポウ 牝３鹿 ５２ 小林 淳一横尾 晴人氏 清水 美波 新冠 斉藤 安行 ４６２＋ ４２：３６．０８ ５６．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２５，３００，９００円 複勝： ４６，２４１，１００円 枠連： ２２，２４０，９００円

馬連： ８０，５１４，４００円 馬単： ４９，９８５，８００円 ワイド： ２９，８６１，７００円

３連複： ９２，５９０，８００円 ３連単： １６７，２０１，８００円 計： ５１３，９３７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２１０円 � ２８０円 � １６０円 枠 連（４－５） １，２４０円

馬 連 �� ３，７６０円 馬 単 �� ７，４５０円

ワ イ ド �� １，１７０円 �� ４６０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ３，８００円 ３ 連 単 ��� ３５，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２５３００９ 的中 � ２２４７５（４番人気）
複勝票数 計 ４６２４１１ 的中 � ５７７７１（４番人気）� ３８５３１（５番人気）� ８８４０６（２番人気）
枠連票数 計 ２２２４０９ 的中 （４－５） １３２６７（５番人気）
馬連票数 計 ８０５１４４ 的中 �� １５８０６（１５番人気）
馬単票数 計 ４９９８５８ 的中 �� ４９５３（３０番人気）
ワイド票数 計 ２９８６１７ 的中 �� ５９９８（１５番人気）�� １６９５５（４番人気）�� １０１３２（９番人気）
３連複票数 計 ９２５９０８ 的中 ��� １８００９（１３番人気）
３連単票数 計１６７２０１８ 的中 ��� ３５０７（１２１番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．１―１１．８―１１．９―１１．６―１２．５―１２．８―１２．９―１２．４―１２．２―１２．０―１２．２―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．１―１８．２―３０．０―４１．９―５３．５―１：０６．０―１：１８．８―１：３１．７―１：４４．１―１：５６．３―２：０８．３―２：２０．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ファーストグロース �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．２９ 東京６着

２００７．２．２１生 牡４鹿 母 レリックレーヌ 母母 カフェドフランス １７戦３勝 賞金 ３１，９８７，０００円



２７０３３ ９月１７日 晴 良 （２３中山４）第３日 第９競走 ��
��１，２００�カンナステークス

発走１４時３５分 （芝・右・外）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．８
１：０７．８

良

良

４４ ビウイッチアス 牝２黒鹿５４ 吉田 豊井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 ４３２＋ ２１：０８．２ ８．８�

２２ ブランダムール 牝２栗 ５４ 田辺 裕信�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４３６＋ ８１：０８．３� ６．２�
１１ トウケイヘイロー 牡２鹿 ５４ 武 豊木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 中村 和夫 ４７２＋ ４１：０８．４� ２８．９�
８１１ オレニホレルナヨ 牡２栗 ５４ 和田 竜二 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 ４８８－ ６ 〃 ハナ １０．０�
３３ ヒヅグータス 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 ４５６＋ ８１：０９．２５ ３４．０�
８１０ ノボピュアリティ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４６４± ０１：０９．４１� １０７．４	
７９ ダームドゥラック 牝２鹿 ５５ 丸山 元気
原源一郎氏 領家 政蔵 新ひだか 下屋敷牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ ５．２�
６７ オペラダンシング 牡２黒鹿５４ 蛯名 正義鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 ４５０＋ ６１：０９．６１ ２４．８�
６６ ロベルクランツ 牡２鹿 ５４ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４１６－ ６１：０９．７� ３４．８
７８ コスモメガトロン 牡２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 三石橋本牧場 ５２２＋ ８１：１０．２３ １．９�
５５ リ ョ ウ ラ ン 牡２栗 ５４ 江田 照男�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４５４± ０１：１０．３� ６４．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４１，７４０，３００円 複勝： ６５，７２８，７００円 枠連： ２５，５３７，８００円

馬連： １１６，２４１，９００円 馬単： ７３，８７１，２００円 ワイド： ４０，４２７，５００円

３連複： １２４，２９４，７００円 ３連単： ２６３，６１２，３００円 計： ７５１，４５４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２２０円 � ２２０円 � ５４０円 枠 連（２－４） ２，１００円

馬 連 �� １，８００円 馬 単 �� ４，０６０円

ワ イ ド �� ５００円 �� １，５７０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� ７，０９０円 ３ 連 単 ��� ５１，９１０円

票 数

単勝票数 計 ４１７４０３ 的中 � ３７７８９（４番人気）
複勝票数 計 ６５７２８７ 的中 � ８７４８６（３番人気）� ８６６１７（４番人気）� ２６５６３（６番人気）
枠連票数 計 ２５５３７８ 的中 （２－４） ８９７７（７番人気）
馬連票数 計１１６２４１９ 的中 �� ４７７６４（７番人気）
馬単票数 計 ７３８７１２ 的中 �� １３４５３（１５番人気）
ワイド票数 計 ４０４２７５ 的中 �� ２１４４２（６番人気）�� ６１１１（１５番人気）�� ５６１５（２１番人気）
３連複票数 計１２４２９４７ 的中 ��� １２９５６（２６番人気）
３連単票数 計２６３６１２３ 的中 ��� ３７４８（１５６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．０―１１．３―１１．５―１１．７

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビウイッチアス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Gulch デビュー ２０１１．６．２５ 中山２着

２００９．３．１９生 牝２黒鹿 母 フィールドソング 母母 A Kiss for Luck ３戦２勝 賞金 ２４，０３８，０００円
〔騎手変更〕 コスモメガトロン号の騎手松岡正海は，負傷のため柴田大知に変更。

２７０３４ ９月１７日 晴 良 （２３中山４）第３日 第１０競走 ��
��１，８００�

のこぎりやま

鋸 山 特 別
発走１５時１０分 （ダート・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
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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１２ リバティバランス 牡４黒鹿５７ 川田 将雅吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B５４４－ ６１：５２．８ １．８�

６８ アオゾラペダル 牝５黒鹿５５ 蛯名 正義小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４１：５３．４３� ６．９�
５６ スギノブレイド �５栗 ５７ 木幡 初広杉山 美惠氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B５０４－ ２ 〃 アタマ ３９．０�
３３ 	 ベストオブラック 牡５黒鹿５７ 田中 勝春吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４９４－ ２１：５３．８２� １１０．６�
８１１ ホノカアボーイ 牡３黒鹿５４ 福永 祐一 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４５８＋ ４１：５３．９
 １１．３�
７１０ ロトスカイブルー 牡５鹿 ５７ 吉田 豊國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４９２＋ ２１：５４．０� ２６．３�
５５ ディアビリーヴ 牡４青鹿５７ 和田 竜二寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 ４９６± ０１：５４．２１� ５．３	
１１ リアライズキング 牡３栗 ５４ 柴田 善臣工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 B４９８± ０１：５４．５１
 ５６．４

２２ ジールドリル 牡４鹿 ５７ 中舘 英二前田 幸治氏 小島 太 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３２＋ ４ 〃 ハナ ２１．１�
６７ カンマビード 牝４栗 ５５ 石橋 脩石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム B４８２－ ４１：５４．６クビ ９．５�
７９ パープルスター 牝５鹿 ５５ 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 ５００－ ６１：５５．１３ ３０７．１
４４ カムレーシング 牡５黒鹿５７ 丸山 元気吉田 和子氏 清水 英克 浦河 杵臼牧場 ５１０－ ２１：５７．３大差 ５０．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３９，７０９，０００円 複勝： ６９，１４９，６００円 枠連： ３５，８０１，０００円

馬連： １５５，６５７，９００円 馬単： ８９，１９５，２００円 ワイド： ４７，９６８，０００円

３連複： １６１，７５６，９００円 ３連単： ３３０，５８２，９００円 計： ９２９，８２０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ４５０円 枠 連（６－８） ２９０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� ８００円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ７８０円 �� １，７３０円

３ 連 複 ��� ３，６６０円 ３ 連 単 ��� ９，５４０円

票 数

単勝票数 計 ３９７０９０ 的中 � １８０８９５（１番人気）
複勝票数 計 ６９１４９６ 的中 � ２４５７０７（１番人気）� １０４８０４（２番人気）� ２３９２１（８番人気）
枠連票数 計 ３５８０１０ 的中 （６－８） ９３７３６（１番人気）
馬連票数 計１５５６５７９ 的中 �� １７９４５１（２番人気）
馬単票数 計 ８９１９５２ 的中 �� ８２８６６（２番人気）
ワイド票数 計 ４７９６８０ 的中 �� ４７４３８（２番人気）�� １４４６０（９番人気）�� ６１４８（２４番人気）
３連複票数 計１６１７５６９ 的中 ��� ３２７０１（１２番人気）
３連単票数 計３３０５８２９ 的中 ��� ２５５９８（２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３５．６―４９．１―１：０１．９―１：１４．７―１：２７．８―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．１
１
３

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

勝馬の
紹 介

リバティバランス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．１２．２７ 中山１２着

２００７．３．１３生 牡４黒鹿 母 エ ア ピ ー ス 母母 ジョイアスピルエット １３戦４勝 賞金 ５３，２５４，０００円
〔騎手変更〕 ジールドリル号の騎手松岡正海は，負傷のため中舘英二に変更。
※リアライズキング号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２７０３５ ９月１７日 晴 良 （２３中山４）第３日 第１１競走 ��
��１，２００�セプテンバーステークス

発走１５時４５分 （芝・右・外）
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５５�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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

１２ シセイカグヤ 牝５鹿 ５５ 田中 勝春猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６０＋ ２１：０８．２ ４８．１�

１１ ボストンエンペラー 牡３黒鹿５５ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５２－ ６ 〃 クビ ４．２�
２３ � ロードバロック 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４３６＋ ２１：０８．３� ４９．８�
３６ デリキットピース 牝５黒鹿５５ 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３６－１０ 〃 クビ ９．５�
７１３ ミスクリアモン 牝５鹿 ５５ 丸山 元気平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４８４＋ ２１：０８．４クビ ４．２�
２４ 	 アラマサローズ 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４４８－ ６１：０８．５
 ９．２	
６１１ ボーダレスワールド 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５３０± ０ 〃 ハナ １３．０

８１５	 フ ァ ル ク ス 牡６鹿 ５７ 小牧 太永田 和彦氏 羽月 友彦 早来 ノーザンファーム ４９２－ ４１：０８．８１
 ４９．１�
４８ クリールバレット 牡７鹿 ５７ 木幡 初広横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 城地 清満 ４６８－ ２ 〃 ハナ ２３９．８�
８１６ レイクエルフ 牡６黒鹿５７ 武士沢友治�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４４６＋ ４ 〃 ハナ １０２．２
６１２ ベストクローン 牝３鹿 ５３ 武 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 ４６０－ ２ 〃 アタマ １８．７�
７１４ マヤノロシュニ 牝５芦 ５５ 石橋 脩田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 ４５０＋１０１：０８．９クビ ９６．５�
３５ シルクウェッジ 牡４青鹿５７ 横山 典弘有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム ４７０＋ ２ 〃 クビ ３．５�
４７ 	 メイショウシオギリ 牝７鹿 ５５ 中舘 英二松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 高柳 隆男 B５２２＋ ８１：０９．０クビ ２８９．６�
５１０ バイラオーラ 牝５栗 ５５ 伊藤 工真 �キャロットファーム 栗田 徹 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２８＋ ８ 〃 クビ ２１５．６�
５９ アイアムマリリン 牝５青鹿５５ 幸 英明堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９２± ０１：０９．４２� １５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６３，６７８，１００円 複勝： １０５，６１２，１００円 枠連： ７０，７０２，１００円

馬連： ３３５，８１０，８００円 馬単： １７０，４１８，０００円 ワイド： ９３，８５４，８００円

３連複： ３８２，５９４，３００円 ３連単： ７５２，９６０，６００円 計： １，９７５，６３０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，８１０円 複 勝 � １，０９０円 � ２００円 � １，０５０円 枠 連（１－１） ７，８８０円

馬 連 �� ８，２００円 馬 単 �� ２１，４３０円

ワ イ ド �� ２，４６０円 �� １１，２４０円 �� ３，０００円

３ 連 複 ��� ５１，１８０円 ３ 連 単 ��� ４１５，３２０円

票 数

単勝票数 計 ６３６７８１ 的中 � １０４３５（９番人気）
複勝票数 計１０５６１２１ 的中 � ２１９７３（１０番人気）� １８３０１９（３番人気）� ２２７３７（９番人気）
枠連票数 計 ７０７０２１ 的中 （１－１） ６６２７（２２番人気）
馬連票数 計３３５８１０８ 的中 �� ３０２５６（２６番人気）
馬単票数 計１７０４１８０ 的中 �� ５８７０（６２番人気）
ワイド票数 計 ９３８５４８ 的中 �� ９４７９（２５番人気）�� ２０２７（６２番人気）�� ７７３５（３３番人気）
３連複票数 計３８２５９４３ 的中 ��� ５５１７（１１８番人気）
３連単票数 計７５２９６０６ 的中 ��� １３３８（８０５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．３―１１．２―１１．２―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．３―４５．５―５６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．２―３F３３．９
３ １３（１４，１２）（１，１０）（４，５）１１（２，１５）（７，６）（３，１６，９）８ ４ １３（１，１４，１２）（４，１０）５（２，１１）６（３，１５）（７，１６，９）８

勝馬の
紹 介

シセイカグヤ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Dayjur デビュー ２００８．９．２７ 中山２着

２００６．５．２３生 牝５鹿 母 シーヴィーナス 母母 アサーティブプリンセス ２１戦５勝 賞金 ７９，９１０，０００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。
（非当選馬） ２頭 ゲットフルマークス号・ミオリチャン号

２７０３６ ９月１７日 晴 良 （２３中山４）第３日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分（番組第７競走を順序変更） （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

５７ アルスマルカート 牡３栗 ５４ 江田 照男池田 正孝氏 河野 通文 新ひだか 矢野牧場 B４７２± ０１：５４．１ ６．４�

８１３� インディアナポリス 牡４黒鹿５７ 横山 典弘 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４７０－ ４１：５４．３１� １．８�
４５ ニシノオウガイ 牡３黒鹿５４ 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４８２＋ ８１：５４．５１ ４９．９�
４４ ドラゴンアルテマ 牡４青 ５７ 田辺 裕信窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ５０２＋２２１：５５．２４ ６．５�
１１ イ キ ナ ヤ ツ 牡３栗 ５４ 木幡 初広北所 直人氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 ４５０± ０１：５５．５１� ４２．０�
２２ � バリアントバイオ 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 B４８８－ ４１：５５．６クビ １６．９	
８１２ リンクルリッジ 牡３黒鹿５４ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４７０± ０１：５５．７� １２．９

６８ ダイワモービル 牡３黒鹿５４ 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ５００＋２６１：５５．８� ５．４�
３３ マキシムトパーズ 牡４青鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜小田 廣美氏 石栗 龍彦 平取 原田 新治 ４７４－ ２１：５７．１８ ２７２．４�
７１１� ワールドホーリング 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣佐藤 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 ４５２－ ８１：５７．５２� ７６．６
５６ ホッコーマドンナ 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲平野 優矢部 幸一氏 伊藤 大士 新冠 石郷岡 雅樹 ４５６－ ９１：５７．８１� ２６７．１�
７１０� ハンドクラッピング 牡５栗 ５７ 小林 淳一加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 山田牧場 ４６０－２０１：５８．１２ ４７７．４�
６９ コウセイベイビー 牡４黒鹿 ５７

５５ △国分 優作杉安浩一郎氏 中野 栄治 日高 今井牧場 ４４２－ ４１：５９．５９ ３４６．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４８，４６０，６００円 複勝： ６３，４６４，２００円 枠連： ３０，１８２，５００円

馬連： １３５，２１０，０００円 馬単： ９６，１７８，４００円 ワイド： ４９，１７３，７００円

３連複： １４３，３７０，６００円 ３連単： ３６０，４７０，２００円 計： ９２６，５１０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � ６４０円 枠 連（５－８） ４９０円

馬 連 �� ５４０円 馬 単 �� １，５２０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ２，８００円 �� １，５３０円

３ 連 複 ��� ５，５１０円 ３ 連 単 ��� ２７，３７０円

票 数

単勝票数 計 ４８４６０６ 的中 � ６０５５５（３番人気）
複勝票数 計 ６３４６４２ 的中 � ９４８５５（２番人気）� ２１４３８８（１番人気）� １５３６１（８番人気）
枠連票数 計 ３０１８２５ 的中 （５－８） ４５４６６（３番人気）
馬連票数 計１３５２１００ 的中 �� １８５０６６（２番人気）
馬単票数 計 ９６１７８４ 的中 �� ４６８８１（６番人気）
ワイド票数 計 ４９１７３７ 的中 �� ６２１７０（１番人気）�� ３７８８（２９番人気）�� ７１０８（１９番人気）
３連複票数 計１４３３７０６ 的中 ��� １９２２４（２０番人気）
３連単票数 計３６０４７０２ 的中 ��� ９７２３（９０番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．０―１２．７―１３．３―１２．９―１２．８―１２．２―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３７．４―５０．７―１：０３．６―１：１６．４―１：２８．６―１：４０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３７．７
１
３
７，１３（５，１０，８，９）６－（１，４）（３，２）－１１－１２・（７，１３，２）（５，１０，１１）（８，９）（１，４）６，３－１２

２
４

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

勝馬の
紹 介

アルスマルカート �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 Cozzene デビュー ２０１０．１２．１９ 中山１３着

２００８．４．６生 牡３栗 母 シークレットデスティニー 母母 Dramatrix １１戦２勝 賞金 １６，０２０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウセイベイビー号は，平成２３年１０月１７日まで平地競走に出走できない。



（２３中山４）第３日 ９月１７日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６４頭 本 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 手 当

１９７，８５０，０００円
４，１３０，０００円
１，２３０，０００円
１８，４５０，０００円
５１，２４６，５００円
４，８９０，６００円
１，６２３，６００円

勝馬投票券売得金
３６４，００１，０００円
６３２，６７８，０００円
２９６，１３５，９００円
１，１９５，７９５，２００円
７５０，０６６，３００円
４１９，４７２，８００円
１，３９１，２７５，８００円
２，７４６，６２２，２００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 ７，７９６，０４７，２００円

総入場人員 １８，７８９名 （有料入場人員 １６，５９１名）


