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２７０６１ ９月２５日 晴 良 （２３中山４）第６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

４８ � オーブルチェフ 牡２栗 ５４ 中舘 英二前田 幸治氏 萩原 清 米 Bloodstock
Holdings LLC ４９２＋ ２１：５５．７ ８．８�

１１ ニシノボレロ 牡２青鹿５４ 後藤 浩輝西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 ４５４± ０１：５６．９７ ４．９�
２４ 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 ５０８＋ ４ 〃 クビ ２．０�
４７ コスモスイング 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ４５８± ０１：５８．０７ １９．６�
５１０ コスモシャンハイ 牡２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 ４７６＋ ４１：５８．３２ ５６．３�
８１５ 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 ４８２＋ ４１：５８．７２� ２３９．２	
１２ 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 ４８２＋ ４１：５９．０１� １５．９

７１３ 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 ４３０－ ２１：５９．２１ １９．５�
８１６ ディアワイズマン 牡２鹿 ５４ 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 新冠 長浜牧場 B４９８＋ ６１：５９．７３ ２９．２�
６１２ 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 ４９８－ ２ 〃 ハナ １２９．８
７１４ 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 ４８２＋ ６２：００．５５ ３１３．１�
３５ ワンダフルギフト 牝２栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士吉野 弘司氏 柴崎 勇 白老 白老大須賀
牧場 ４５２－ ４２：００．７１ ２７８．４�

３６ ショウナンカンパク 牡２鹿 ５４
５１ ▲平野 優国本 哲秀氏 大和田 成 新ひだか 静内フアーム ４６６－ ６２：０１．３３� ２５７．０�

２３ トーセンレングス 牡２栗 ５４ 西田雄一郎島川 �哉氏 中島 敏文 日高 村下 秀明 B４７４－ ６２：０１．９３� ３７０．９�
５９ アポロドーロス 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 ４７６＋ ４２：０２．０� ５．８�
６１１ プレジャーサイン 牡２鹿 ５４ 伊藤 直人�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム ４７４＋ ６２：０８．３大差 ４１０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，５６８，０００円 複勝： ２７，９５３，９００円 枠連： １４，１８９，６００円

馬連： ４７，０９２，０００円 馬単： ３５，５５１，３００円 ワイド： ２０，７８３，５００円

３連複： ６２，９４３，７００円 ３連単： １０７，４２９，９００円 計： ３３２，５１１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２５０円 � １５０円 � １１０円 枠 連（１－４） ８７０円

馬 連 �� ２，５９０円 馬 単 �� ６，４００円

ワ イ ド �� ８２０円 �� ４６０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� １，７６０円 ３ 連 単 ��� １８，７３０円

票 数

単勝票数 計 １６５６８０ 的中 � １４９６８（４番人気）
複勝票数 計 ２７９５３９ 的中 � １９６４４（５番人気）� ４４１４９（２番人気）� ９８６６６（１番人気）
枠連票数 計 １４１８９６ 的中 （１－４） １２０５０（４番人気）
馬連票数 計 ４７０９２０ 的中 �� １３４２５（１０番人気）
馬単票数 計 ３５５５１３ 的中 �� ４１０５（２５番人気）
ワイド票数 計 ２０７８３５ 的中 �� ５４４３（９番人気）�� １０４５２（５番人気）�� ２８４００（１番人気）
３連複票数 計 ６２９４３７ 的中 ��� ２６５０８（５番人気）
３連単票数 計１０７４２９９ 的中 ��� ４２３４（５９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．６―１３．４―１３．０―１３．２―１３．４―１３．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３６．９―５０．３―１：０３．３―１：１６．５―１：２９．９―１：４３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�オーブルチェフ �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Lost Soldier デビュー ２０１１．９．４ 新潟６着

２００９．４．１４生 牡２栗 母 Chatter Chatter 母母 Bedroom Chatter ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔その他〕 ショウナンカンパク号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アポロドーロス号・プレジャーサイン号は，平成２３年１０月２５日まで平地競走に出走できない。

トーセンレングス号は，平成２３年１１月２５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。
（非当選馬） ４頭 アルファウイング号・クシャトリア号・ファンタマリッジ号・ローマンエンブレム号

２７０６２ ９月２５日 晴 良 （２３中山４）第６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

５７ マイネルカーミン 牡２黒鹿５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 ４７２－１０１：５１．６ １１．１�

７１０ ル ナ 牡２芦 ５４ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド ４５８＋ ２１：５１．７� １６．０�
５６ プーラヴィーダ 牡２栗 ５４ 柴田 善臣伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ ４．４�
８１３ ヘリオスフィア 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド ４７２＋１０１：５１．９１� ７．２�
４４ シルキーマーチ 牡２鹿 ５４ 西田雄一郎有限会社シルク星野 忍 新冠 須崎牧場 ４２６± ０ 〃 ハナ ５．５�
６８ ムーンベックカフェ 牡２栗 ５４ 田中 勝春西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８４＋１０ 〃 クビ ３．５�
３３ 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± ０１：５２．１１� ６９．４	
２２ 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 ４３０－ ２ 〃 ハナ ６．７

４５ スガノタイトル 牡２栗 ５４ 藤岡 佑介菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 哲夫 ４３４± ０１：５２．２� １４１．９�
１１ ラブファンディ 牡２鹿 ５４ 江田 照男オールラブクラブ 南田美知雄 日高 坂口 豊翼 ４２４± ０１：５２．４１ １９５．４�
７１１ オパールキッド 牡２栗 ５４ 吉田 豊森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか 静内白井牧場 ４３４－ ８１：５２．６１� ２４．７
６９ クリノエルヴィス 牡２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 斉藤スタッド ４８４－ ４１：５２．７� ９０．８�
８１２ アポロデスティーノ 牝２芦 ５４ 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 アサヒ牧場 ４６０＋ ８１：５２．８クビ ２５．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，７４４，４００円 複勝： ２２，３１０，８００円 枠連： １１，７３５，０００円

馬連： ４３，７２５，６００円 馬単： ２９，６１３，６００円 ワイド： １７，４２０，２００円

３連複： ５２，４２５，１００円 ３連単： ８８，０１１，９００円 計： ２７７，９８６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１１０円 複 勝 � ３６０円 � ４１０円 � １９０円 枠 連（５－７） １，７９０円

馬 連 �� １２，５２０円 馬 単 �� ２４，７００円

ワ イ ド �� ２，５３０円 �� ９１０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� １６，０５０円 ３ 連 単 ��� １３９，０９０円

票 数

単勝票数 計 １２７４４４ 的中 � ９０６５（６番人気）
複勝票数 計 ２２３１０８ 的中 � １５０４４（６番人気）� １２９７２（７番人気）� ３７１３６（３番人気）
枠連票数 計 １１７３５０ 的中 （５－７） ４８４２（１１番人気）
馬連票数 計 ４３７２５６ 的中 �� ２５７８（３１番人気）
馬単票数 計 ２９６１３６ 的中 �� ８８５（６３番人気）
ワイド票数 計 １７４２０２ 的中 �� １６４２（３１番人気）�� ４８２３（１１番人気）�� ４２２７（１２番人気）
３連複票数 計 ５２４２５１ 的中 ��� ２４１２（４９番人気）
３連単票数 計 ８８０１１９ 的中 ��� ４６７（３６７番人気）

ハロンタイム １２．４―１２．５―１２．９―１３．３―１２．９―１２．６―１１．５―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．９―３７．８―５１．１―１：０４．０―１：１６．６―１：２８．１―１：３９．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルカーミン �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．９．３ 新潟１１着

２００９．３．８生 牡２黒鹿 母 スカーレットオハラ 母母 オレンジジャスミン ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円

第４回　中山競馬　第６日



２７０６３ ９月２５日 晴 良 （２３中山４）第６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 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

８１６ オークヴィル 牝３鹿 ５４ 石橋 脩下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ４８６－１０１：５６．３ ５．８�

８１５ ボンドストリート �３鹿 ５６ 田中 勝春岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田スタツド ５１２＋１８１：５６．５１� ３１．６�
５１０ ドゥーアップ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�ヒダカファーム木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム B５１６－ ２１：５６．７１ ７．１�
１１ カテンゲッチ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �キャロットファーム 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０± ０１：５６．９１� ４．７�
６１２ ア マ レ ッ ト 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥�イージス 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 ４５２＋ ４１：５７．６４ １１９．９�
２３ サミットフィーバー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣塩田 清氏 鈴木 康弘 新冠 大狩部牧場 B４９２＋ ６１：５８．０２� １．７	
３６ ロックフェス 牡３鹿 ５６ 中舘 英二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム B４６２－１０１：５８．２１ １２２．２

６１１ オレンジシューズ 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次ディアレスト 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 ４８４－ ８１：５８．３� ９２．２�
７１４ クロムルキナ 牡３栗 ５６ 小島 太一�三嶋牧場 田中 剛 浦河 三嶋牧場 ４８０＋ ８１：５８．４� ５８．２�
７１３ デュラビリティ 牝３黒鹿５４ 江田 照男�広富牧場 藤原 辰雄 新冠 つつみ牧場 ４０６－ ２１：５８．７１� ２９９．５
５９ ウインベルフラワー 牝３栗 ５４ 柴田 大知�ウイン 小島 茂之 新冠 川島牧場 ４８２－ ４１：５８．８� ２９３．７�
１２ クラッシュアゲン 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 B４８２＋ ２１：５９．１２ ２０６．０�
４８ ヤワタフレンド 牡３鹿 ５６ 吉田 豊平岩 健一氏 高橋 裕 日高 木村牧場 ４７０＋ ４１：５９．３� ６３．４�
３５ イッツリトゥン �３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太 U.M.K. 松山 将樹 浦河 室田 千秋 ４５２± ０１：５９．５１� ２５５．０�
２４ シルククリエイター 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優有限会社シルク矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 ４４４＋１４１：５９．８１� ２９１．２�
４７ ヨ シ サ リ イ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広田辺 喜彦氏 石毛 善彦 日高 木村牧場 ４４８± ０２：００．０１� ４３２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，３５４，１００円 複勝： ３５，７９７，８００円 枠連： １４，４１０，３００円

馬連： ４６，９０６，５００円 馬単： ３９，９３０，２００円 ワイド： ２０，３０８，６００円

３連複： ５９，３０５，４００円 ３連単： １２４，６３３，８００円 計： ３６２，６４６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２５０円 � ７５０円 � ２３０円 枠 連（８－８） ５，２８０円

馬 連 �� ５，９２０円 馬 単 �� １０，２２０円

ワ イ ド �� １，７１０円 �� ４７０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ９，２６０円 ３ 連 単 ��� ５６，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２１３５４１ 的中 � ２９３８４（３番人気）
複勝票数 計 ３５７９７８ 的中 � ４０６１１（４番人気）� １０４８４（５番人気）� ４５５６４（２番人気）
枠連票数 計 １４４１０３ 的中 （８－８） ２０１６（１３番人気）
馬連票数 計 ４６９０６５ 的中 �� ５８４９（１３番人気）
馬単票数 計 ３９９３０２ 的中 �� ２８８４（２２番人気）
ワイド票数 計 ２０３０８６ 的中 �� ２７８３（１４番人気）�� １１４９９（４番人気）�� ４５３５（１０番人気）
３連複票数 計 ５９３０５４ 的中 ��� ４７３１（２２番人気）
３連単票数 計１２４６３３８ 的中 ��� １６２７（１３２番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．０―１３．１―１３．７―１３．２―１２．９―１２．９―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．８―３７．９―５１．６―１：０４．８―１：１７．７―１：３０．６―１：４３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．６
１
３
１６，１２（１，８，１５）（２，１０，１４）３（６，１３）（４，９）（７，１１）－５
１６，１２，１５（１，１０）１４，３（８，６）２（９，１３）（４，７，１１，５）

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

勝馬の
紹 介

オークヴィル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Theatrical デビュー ２０１１．３．５ 中山４着

２００８．１．２１生 牝３鹿 母 オーパスワン 母母 ティルティング ６戦１勝 賞金 ８，７８０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ウインストラテジー号・ケイエスキセキ号・ディープインアスク号

２７０６４ ９月２５日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３中山４）第６日 第４競走 ��３，２００�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

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
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：３１．０良・良

１１ ジャストルーラー 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９２＋ ６３：３４．８ ３．６�

４５ � マックスチャンプ 牡１０鹿 ６０ 高田 潤田所 英子氏 梅田 智之 門別 白井牧場 ４７２－１０ 〃 クビ １７．７�
５７ サトノバロン �５黒鹿６０ 横山 義行里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ５１４－ ６３：３５．０１ ３．７�
７１０ ゴールデンガッツ 牡６栗 ６０ 植野 貴也�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ５００－１２３：３５．３２ １４．２�
８１３ マーブルジーン 牡７黒鹿６１ 小坂 忠士下村 直氏 池添 兼雄 静内 マークリ牧場 ４９０－ ２３：３５．７２� ８６．０�
７１１� ムーンレスナイト �７鹿 ６１ 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Premier

Bloodstock B５２８＋ ６３：３５．９１	 ４．６�
６９ � リワードクラウン 牡４栗 ６０ 宗像 徹宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ５０４＋１６３：３８．０大差 ６９．０	
５６ � ファイトシーン 牡７黒鹿６０ 柴田 大知村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４４２－ ２３：３８．６３� ４１．１

２２ ハ ツ カ リ 牡７青鹿６０ 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７８－ ２３：３８．７
 ３４．５�
６８ ラフレッシュブルー 牝６栗 ５８ 中村 将之 �ブルーマネジメント本田 優 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４６６－ ４３：３８．９１	 ８．３�
８１２ マッキーケインズ 牡６栗 ６０ 佐久間寛志薪浦 亨氏 梅田 康雄 早来 吉田 三郎 ４２４＋ ２３：４２．８大差 ５０．２
３３ イージーウイン 牡４鹿 ６０ 山本 康志田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 畠山牧場 B４４６－ ４ （競走中止） ７２．０�
４４ � シ デ ン カ イ 牡６青 ６０ 草野 太郎柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 様似 徳永 春夫 ４７２＋ ４ （競走中止） ７．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，９６７，７００円 複勝： ２０，７０８，５００円 枠連： １３，７３６，０００円

馬連： ４１，６９１，６００円 馬単： ２９，４３４，０００円 ワイド： １６，０８４，８００円

３連複： ５６，４０３，０００円 ３連単： ９４，６１３，６００円 計： ２８６，６３９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ３５０円 � １６０円 枠 連（１－４） ９４０円

馬 連 �� ２，８６０円 馬 単 �� ４，１３０円

ワ イ ド �� ９７０円 �� ３３０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ３，１５０円 ３ 連 単 ��� ２１，５６０円

票 数

単勝票数 計 １３９６７７ 的中 � ３０９６５（１番人気）
複勝票数 計 ２０７０８５ 的中 � ３２５００（３番人気）� １２２４６（７番人気）� ３９３８７（１番人気）
枠連票数 計 １３７３６０ 的中 （１－４） １０８２２（６番人気）
馬連票数 計 ４１６９１６ 的中 �� １０７８４（１３番人気）
馬単票数 計 ２９４３４０ 的中 �� ５２６１（１９番人気）
ワイド票数 計 １６０８４８ 的中 �� ３８６１（１１番人気）�� １３６７５（１番人気）�� ３３３４（１７番人気）
３連複票数 計 ５６４０３０ 的中 ��� １３２１９（９番人気）
３連単票数 計 ９４６１３６ 的中 ��� ３２４０（６４番人気）

上り １マイル １：４９．３ ４F ５２．４－３F ３９．３
コーナー
通過順位

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

�
�

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

ジャストルーラー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．３ 新潟４着

２００６．５．１生 牡５鹿 母 フ ウ レ イ カ 母母 セトフローリアンⅡ 障害：９戦２勝 賞金 ２７，２８０，０００円
〔騎手変更〕 リワードクラウン号の騎手浜野谷憲尚は，第５回阪神競馬第５日第４競走での落馬負傷のため宗像徹に変更。
〔競走中止〕 シデンカイ号は，２周目５号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

イージーウイン号は，２周目５号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「シデンカイ」号に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 リワードクラウン号の調教師藤原辰雄は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。



２７０６５ ９月２５日 晴 良 （２３中山４）第６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

６８ アルフレード 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５３０ ―１：３８．０ ２．２�

５６ トーセンオーラ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド ４４０ ―１：３８．１� １２．０�
８１２ ブライアンズオーラ 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 友田牧場 ４６４ ―１：３８．４２ ３．６�
７１１ コスモオオゾラ 牡２鹿 ５４ 中谷 雄太 �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 ４７０ ― 〃 ハナ ２１６．０�
８１３ タ ワ ワ 牡２鹿 ５４ 北村 宏司 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４７６ ― 〃 クビ ６１．１�
１１ トーセンネフティス 牝２鹿 ５４ 武士沢友治島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム ４５８ ―１：３８．５� ３４．７	
５７ マイネフラッシュ 牝２栗 ５４ 大野 拓弥 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 ４６８ ― 〃 クビ １９．８�
２２ マイネエポナ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 日高 シンコーファーム ４３８ ―１：３８．７１� ２８．４�
６９ ロバートオブレッド 牡２栗 ５４ 田辺 裕信�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 ４５６ ―１：３８．８� ８２．１
３３ レッドティムール 牝２青鹿５４ 横山 典弘 
東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９８ ―１：３９．１２ ９．２�
４４ ブルーセブン 牡２青鹿５４ 後藤 浩輝若菜 俊明氏 高橋 裕 厚真 大川牧場 ４８６ ―１：３９．９５ ７．１�
４５ タマモチャチャチャ 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義タマモ
 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 ４４６ ―１：４０．１１� ４０．０�
７１０ ギンザファイター 牡２鹿 ５４ 田中 勝春有馬 博文氏 小島 太 えりも エクセルマネジメント ５０２ ―１：４１．７１０ ４５．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２３，１０７，６００円 複勝： ３０，０４３，６００円 枠連： １５，０６３，９００円

馬連： ５４，３３５，２００円 馬単： ３７，７５７，９００円 ワイド： ２１，５３３，３００円

３連複： ６２，４６９，１００円 ３連単： １０８，１６６，１００円 計： ３５２，４７６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � ２５０円 � １５０円 枠 連（５－６） ６５０円

馬 連 �� １，２００円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ２２０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� １，３１０円 ３ 連 単 ��� ６，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２３１０７６ 的中 � ８３８４１（１番人気）
複勝票数 計 ３００４３６ 的中 � ６８８０８（１番人気）� ２３８０９（５番人気）� ５８０４０（２番人気）
枠連票数 計 １５０６３９ 的中 （５－６） １７２３６（２番人気）
馬連票数 計 ５４３３５２ 的中 �� ３３６５８（４番人気）
馬単票数 計 ３７７５７９ 的中 �� １４３１６（５番人気）
ワイド票数 計 ２１５３３３ 的中 �� １０８５５（４番人気）�� ２８４５２（１番人気）�� ７９００（７番人気）
３連複票数 計 ６２４６９１ 的中 ��� ３５３３３（２番人気）
３連単票数 計１０８１６６１ 的中 ��� １２３３９（９番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．１―１２．８―１３．０―１２．６―１１．６―１１．３―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２５．１―３７．９―５０．９―１：０３．５―１：１５．１―１：２６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．５

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

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

アルフレード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．４．１１生 牡２鹿 母 プリンセスカメリア 母母 ラトラヴィアータ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２７０６６ ９月２５日 晴 良 （２３中山４）第６日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１３時００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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

６７ ハヤブサソング 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８０ ―１：１０．２ ３．８�
（プレシャスソング）

５６ ア ナ コ ン ダ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 平取 高橋 幸男 ４４４ ―１：１０．４１� ２９．２�
６８ テンジンローレン 牝２栗 ５４

５１ ▲平野 優�テンジン 矢野 照正 新ひだか 三石橋本牧場 ４００ ―１：１０．５クビ １４．５�
７１０ コスモナデシコ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新ひだか タツヤファーム ４３４ ― 〃 クビ ７．５�
８１１ ロ マ ン チ カ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥井上 久光氏 高市 圭二 新冠 浜口牧場 ４１６ ―１：１０．９２� ２８．４�
１１ ベッラカンパーニャ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司岡田 牧雄氏 新開 幸一 日高 サンバマウン

テンファーム ４５８ ―１：１１．２１� １２．６	
７９ カシノペンダント 牝２栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 諏訪牧場 ４３６ ―１：１１．３� １３８．７

３３ ラッキーストーム 牝２黒鹿５４ 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド ４１４ ― 〃 クビ ７９．１�
８１２ ヘイセイアスラン 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎松岡 研司氏 中島 敏文 新ひだか マツケン農場 ４４６ ―１：１１．５１ １２０．６�
４４ バクシンドーター 牝２栗 ５４ 柴田 善臣杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 ４７０ ―１：１１．７１� ３．８

（サーマルライン）

５５ ヤ ヤ ラ ー ラ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２０ ―１：１１．８� ３．７�

２２ ピュアトルネード 牝２栗 ５４ 田中 勝春長谷川清英氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 ４７０ ―１：１４．８大差 １２．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，５８４，８００円 複勝： ２６，００５，５００円 枠連： １３，０４２，７００円

馬連： ５０，６１２，５００円 馬単： ３５，０８２，２００円 ワイド： １８，７２６，１００円

３連複： ５６，４０２，４００円 ３連単： ９９，３３２，２００円 計： ３１７，７８８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １９０円 � ７６０円 � ３３０円 枠 連（５－６） ５３０円

馬 連 �� ５，７００円 馬 単 �� ８，１９０円

ワ イ ド �� １，６８０円 �� ９５０円 �� ２，２４０円

３ 連 複 ��� １５，５１０円 ３ 連 単 ��� ８８，５４０円

票 数

単勝票数 計 １８５８４８ 的中 � ３９３２９（２番人気）
複勝票数 計 ２６００５５ 的中 � ４６５８９（２番人気）� ７３３１（９番人気）� １９７４３（６番人気）
枠連票数 計 １３０４２７ 的中 （５－６） １８３０６（１番人気）
馬連票数 計 ５０６１２５ 的中 �� ６５６３（２４番人気）
馬単票数 計 ３５０８２２ 的中 �� ３１６４（３８番人気）
ワイド票数 計 １８７２６１ 的中 �� ２７２５（２２番人気）�� ４９９９（１４番人気）�� ２０１６（２７番人気）
３連複票数 計 ５６４０２４ 的中 ��� ２６８４（６０番人気）
３連単票数 計 ９９３３２２ 的中 ��� ８２８（３０２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．４―１１．４―１１．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３４．８―４６．２―５７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３５．４
３ ７，８，９－６（１２，１０）１（３，１１）４－５－２ ４ ・（７，８）９－６，１２，１０，１，１１－３－（４，５）＝２

勝馬の
紹 介

ハヤブサソング �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 Storm Cat 初出走

２００９．４．２６生 牝２鹿 母 プレシャスキャット 母母 Nurse Lulu １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピュアトルネード号は，平成２３年１０月２５日まで平地競走に出走できない。



２７０６７ ９月２５日 晴 良 （２３中山４）第６日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００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

４５ サ ル ジ ュ 牡３芦 ５４ 蛯名 正義福島 実氏 岩戸 孝樹 新ひだか 佐竹 学 ５００± ０１：５４．９ １２．０�

１１ ゴールドアカデミー 牡５栗 ５７ 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B４９０－ ４１：５５．３２� １２．５�
３３ レオプレシャス 牡４黒鹿５７ 石橋 脩�レオ 堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４７２＋１０１：５５．６１� １．３�
８１２ ウ イ ン ク 牝６鹿 ５５ 大野 拓弥河� 五市氏 石毛 善彦 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４８６＋ ６１：５５．８１� １８１．２�
２２ ヒノモトイチバン 牡４栗 ５７ 田辺 裕信坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ４５８＋ ７１：５６．３３ ６０．８�
７１０ プ レ ゼ ピ オ 牡５栗 ５７

５４ ▲平野 優 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４７６－１６ 〃 ハナ ３４．６	
７１１� パシコジュリエ 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎酒井 芳秀氏 嶋田 潤 新ひだか パシフイツク牧場 B４６４± ０ 〃 クビ １３．４

５７ レオカミカゼ 牡４黒鹿５７ 田中 勝春田中 博之氏 古賀 慎明 日高 若林 武雄 ４８２＋ ６１：５６．５１� ５５．９�
５６ リーサムダイチ 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４７６＋ ８１：５６．８１� ２３．１�
６８ � センノデバギヤ 牡３鹿 ５４ 大庭 和弥浅野 正敏氏 清水 英克 むかわ ヤマイチ牧場 ５０２＋ ２１：５７．０� ２２５．５
６９ メジロミョウホウ 牝３鹿 ５２

４９ ▲嶋田 純次岩� 伸道氏 尾形 充弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ２０７．９�
８１３ メルトアウェイ 牡３栗 ５４ 後藤 浩輝草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４３６－ ６１：５７．１クビ ２０．４�
４４ アポロストーム 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ４９８－ ４１：５７．８４ ２７．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２８，３２７，６００円 複勝： ７８，３１８，５００円 枠連： １８，２２５，９００円

馬連： ６３，５６４，３００円 馬単： ５９，８０１，５００円 ワイド： ２７，８９２，６００円

３連複： ７８，３３４，４００円 ３連単： １８３，７６９，８００円 計： ５３８，２３４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ２１０円 � １９０円 � １１０円 枠 連（１－４） ２，９００円

馬 連 �� ４，８６０円 馬 単 �� １２，０７０円

ワ イ ド �� １，０５０円 �� ３２０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，８４０円 ３ 連 単 ��� ２７，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２８３２７６ 的中 � １８７３２（２番人気）
複勝票数 計 ７８３１８５ 的中 � ３９９３２（４番人気）� ４５７８６（３番人気）� ５３５５６３（１番人気）
枠連票数 計 １８２２５９ 的中 （１－４） ４６５１（９番人気）
馬連票数 計 ６３５６４３ 的中 �� ９６５４（１１番人気）
馬単票数 計 ５９８０１５ 的中 �� ３６５７（２３番人気）
ワイド票数 計 ２７８９２６ 的中 �� ５６５０（１０番人気）�� ２２３２５（３番人気）�� ２８０７２（２番人気）
３連複票数 計 ７８３３４４ 的中 ��� ３１５０８（２番人気）
３連単票数 計１８３７６９８ 的中 ��� ４９６３（８７番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．６―１３．０―１３．９―１２．７―１１．８―１２．１―１２．３―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．５―３８．５―５２．４―１：０５．１―１：１６．９―１：２９．０―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３８．０
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サ ル ジ ュ �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１０．１２．１８ 中山３着

２００８．３．６生 牡３芦 母 スールドゥカノウ 母母 アサクサバランス ３戦２勝 賞金 １４，２００，０００円
〔制裁〕 アポロストーム号の騎手藤岡佑介は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）

２７０６８ ９月２５日 晴 良 （２３中山４）第６日 第８競走 ��１，２００�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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

６１１ オメガブルーライン 牝４芦 ５５ 蛯名 正義原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４４２＋１０１：０８．３ １３．４�

４８ ショウナンサンガ �５黒鹿 ５７
５４ ▲平野 優�湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４５２－ ６１：０８．４� １３６．４�

２３ 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 ４５４＋ ２ 〃 クビ １２．５�
７１３ クリノトルネード 牡３栗 ５５ 横山 典弘栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 B４６４－ ６１：０８．６１� ５９．８�
７１４ 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 ５０４－ ２１：０８．７	 ６．７�
３６ シンボリマルセイユ 牡４芦 ５７ 石橋 脩シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B４９６＋ ８ 〃 ハナ ２９．０�
６１２
 シャインドリーム 牝４芦 ５５

５２ ▲小野寺祐太皆川 博文氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４１８＋ ４１：０８．８� １１１．１	
４７ トロンプルイユ 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三前田 幸治氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４６± ０ 〃 アタマ ４．６

５１０ ゴールドスマイル 牡３鹿 ５５ 田辺 裕信居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４６０－１０１：０８．９	 １２．２�
５９ 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 ４９６＋ ６ 〃 クビ ２．７
８１６
 キャラメルボイス 牝５栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ４３２＋ ８１：０９．０クビ ４１１．５�
２４ ボンジュールメロン 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５２６＋１６ 〃 クビ １０．０�
１２ オモイデサクラ 牝４黒鹿５５ 後藤 浩輝�和田牧場 和田正一郎 浦河 川越ファーム ４８０＋ ４１：０９．１クビ １５．５�
１１ キチロクアナン 牝４黒鹿５５ 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 浦河 杵臼牧場 ４８０＋１０１：０９．４１� ３２９．７�
８１５
 フランキンセンス 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥加藤 厚子氏 松永 康利 新ひだか タツヤファーム ５２２＋ ４ 〃 クビ ４１．３�
３５ グロリアスフラワー 牝４鹿 ５５ 北村 宏司 �グリーンファーム 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４３４＋１２１：０９．８２	 ６３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，２２４，８００円 複勝： ４２，４９３，４００円 枠連： ２２，６８４，０００円

馬連： ８３，４８４，８００円 馬単： ５３，０４２，７００円 ワイド： ３２，２６３，２００円

３連複： ９６，２５１，７００円 ３連単： １７４，４１０，４００円 計： ５２８，８５５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ５３０円 � ４，０６０円 � ３６０円 枠 連（４－６） ３，２７０円

馬 連 �� ７５，５１０円 馬 単 �� １５７，８５０円

ワ イ ド �� １７，７１０円 �� １，９３０円 �� １４，６８０円

３ 連 複 ��� ２９２，３２０円 ３ 連 単 ��� １，７６３，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２４２２４８ 的中 � １４２８６（７番人気）
複勝票数 計 ４２４９３４ 的中 � ２１３５０（７番人気）� ２４４４（１４番人気）� ３４５１５（５番人気）
枠連票数 計 ２２６８４０ 的中 （４－６） ５１３５（１５番人気）
馬連票数 計 ８３４８４８ 的中 �� ８１６（７９番人気）
馬単票数 計 ５３０４２７ 的中 �� ２４８（１５９番人気）
ワイド票数 計 ３２２６３２ 的中 �� ４４３（７８番人気）�� ４２１６（２３番人気）�� ５３５（７６番人気）
３連複票数 計 ９６２５１７ 的中 ��� ２４３（２９１番人気）
３連単票数 計１７４４１０４ 的中 ��� ７３（１６８２番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．３―１１．１―１１．２―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．１―３３．２―４４．４―５６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３５．１
３ １４（５，９）（４，７）（２，１０）（３，１１）（８，１５，１６）１２（１，１３）６ ４ １４（４，９）（５，７）（３，２，１０）（８，１１）（１５，１６）（１，１２）１３－６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オメガブルーライン �
�
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 ２００９．７．１８ 新潟４着

２００７．２．９生 牝４芦 母 レ イ ラ イ ン 母母 エ ル レ イ ナ １６戦３勝 賞金 ２８，７３０，０００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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 エナジーハート号・シーマーク号



２７０６９ ９月２５日 晴 良 （２３中山４）第６日 第９競走 ��
��１，６００�

そ と ぼ う

外 房 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．９．２５以降２３．９．１９まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

５８ キッズニゴウハン 牡３栗 ５４ 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ２１：３２．９ ３．５�

３４ パープルタイヨー 牡５鹿 ５５ 蛯名 正義中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４４６＋ ４１：３３．０� ７．４�
７１２ プ ラ ー ジ ュ 牝５鹿 ５２ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋ ６１：３３．１� １２．９�
７１３ ア カ リ 牝５栗 ５１ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 B４５６＋ ４１：３３．２� ７３．１�
８１５ マイネルエデン 牡５鹿 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５１８－ ６１：３３．３� ２４．２	
２２ ローレルエルヴェル 牡６鹿 ５４ 小林 淳一 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４６２＋ ６ 〃 ハナ ２８．７

５９ アマミスウィフト 牡７鹿 ５１ 武士沢友治鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４５６＋ ４１：３３．４� １０７．１�
６１１ ロジスプリング 牡４栗 ５７．５ 横山 典弘久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：３３．５クビ ２．５�
８１４ ポールアックス �５鹿 ５６ 中舘 英二山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０８＋ ４１：３３．６� １５．０
１１ ベルモントキーラ 牝３青鹿５２ 北村 宏司 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント

ファーム ４８８＋ ２ 〃 クビ ９．７�
４７ 	 ミサトバレー 牝６栗 ５０ 平野 優戸部 洋氏 石栗 龍彦 静内 真歌伊藤牧場 ４５０± ０１：３３．８１� １２８．９�
２３ 	 メ ス ナ ー 牡６芦 ５５ 中谷 雄太岡田 繁幸氏 畠山 重則 門別 旭 牧場 ４７６＋ ６１：３４．０� ２０．８�
６１０ スーパーウーマン 牝６栗 ５０ 杉原 誠人 �高木競走馬育成牧場 大和田 成 浦河 帰山 清貴 ４６２＋ ４１：３４．３２ １７８．９�
３５ ラヴインザダーク 牝５鹿 ５０ 嶋田 純次�大樹ファーム 高橋 祥泰 新冠 パカパカ

ファーム ４７０＋１４１：３４．５１� １３９．３�
４６ ショウナンダンク 牡５芦 ５５ 田中 勝春�湘南 伊藤 大士 静内 神垣 道弘 ５０２＋１０１：３４．８２ ６３．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３２，２２５，１００円 複勝： ５０，９０７，７００円 枠連： ２７，２５０，１００円

馬連： １２１，８４７，０００円 馬単： ７２，４１１，１００円 ワイド： ４１，４６０，７００円

３連複： １３４，９１４，５００円 ３連単： ２６７，９０６，４００円 計： ７４８，９２２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １８０円 � ２３０円 � ２８０円 枠 連（３－５） １，３８０円

馬 連 �� １，３８０円 馬 単 �� ２，４４０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ７４０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� ４，５５０円 ３ 連 単 ��� １６，４５０円

票 数

単勝票数 計 ３２２２５１ 的中 � ７３４７９（２番人気）
複勝票数 計 ５０９０７７ 的中 � ８３７０４（２番人気）� ５８２３１（３番人気）� ４３１３０（４番人気）
枠連票数 計 ２７２５０１ 的中 （３－５） １４６３５（６番人気）
馬連票数 計１２１８４７０ 的中 �� ６５５１８（４番人気）
馬単票数 計 ７２４１１１ 的中 �� ２１９６５（７番人気）
ワイド票数 計 ４１４６０７ 的中 �� １８５１６（４番人気）�� １３８６７（７番人気）�� ８８０３（１６番人気）
３連複票数 計１３４９１４５ 的中 ��� ２１８９９（１３番人気）
３連単票数 計２６７９０６４ 的中 ��� １２０２３（３３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３４．４―４５．９―５７．６―１：０９．１―１：２０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．３

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

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

キッズニゴウハン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２０１０．７．１７ 新潟７着

２００８．１．２１生 牡３栗 母 キッズスター 母母 Dart Star １２戦３勝 賞金 ３４，９３３，０００円
〔発走状況〕 アカリ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

２７０７０ ９月２５日 晴 良 （２３中山４）第６日 第１０競走 ��１，２００�茨 城 新 聞 杯
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５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
茨城新聞社賞（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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３６ ゼンノベラーノ 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三大迫久美子氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５２４－１０１：１０．３ ８．２�

６１１ ガ ン ド ッ グ �４栗 ５７ 北村 宏司村木 隆氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７４－ ６１：１０．４� １８．１�
８１５ クラッチヒット 牡６栗 ５７ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム ４８８－１６１：１０．５� １５．１�
８１６ マルカバッケン 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４７２－ ４１：１０．６� ６．５�
３５ スノードラゴン 牡３芦 ５５ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 ５００± ０ 〃 ハナ ３．１�
４７ トウカイレジーナ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 ４４８＋ ２ 〃 ハナ ９．６�
２４ シルクファルシオン 牡４栗 ５７ 吉田 豊有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４９４－ ４１：１０．９２ １３．３	
５１０ ハッピーダイアリー 牝４鹿 ５５ 横山 典弘 
社台レースホース鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４１：１１．０クビ ６．６�
７１４ ウッドシップ 牝３鹿 ５３ 藤岡 佑介小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４７４－１０１：１１．４２� １６．７�
１２ コンフォーコ �６栗 ５７ 江田 照男岡田 牧雄氏 矢野 英一 静内 岡田スタツド ４５４－１２１：１１．６１� １２３．２
７１３ マドモアゼルノン 牝４黒鹿５５ 柴田 大知
ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４６２＋ ３１：１１．８１� ３４４．９�
５９ サザンブレイズ 牡３栗 ５５ 後藤 浩輝南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４６０＋ ２１：１１．９クビ ２６．８�
２３ エヴァシャイン 牡７栗 ５７ 石橋 脩田所 英子氏 武市 康男 三石 下屋敷牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ ３１６．０�
１１ タイキドゥカティ 牡６鹿 ５７ 武士沢友治
大樹ファーム 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 ４９６－１２１：１２．５３� ２２７．４�
６１２ ミッキーシュタルク 牡５鹿 ５７ 中舘 英二野田みづき氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２１：１２．７１� １２２．７�
４８ ウエスタンハピネス 牝３鹿 ５３ 田中 勝春西川 賢氏 西園 正都 新ひだか 北西牧場 ４８６＋ ２１：１２．８� １２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，６９６，１００円 複勝： ６５，６６９，８００円 枠連： ４４，４１７，６００円

馬連： １８１，３７４，９００円 馬単： ９４，３３１，４００円 ワイド： ５５，１８８，３００円

３連複： ２０３，７７５，２００円 ３連単： ３７９，０５０，５００円 計： １，０６３，５０３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２５０円 � ５６０円 � ４５０円 枠 連（３－６） １，９３０円

馬 連 �� ６，１８０円 馬 単 �� １１，８１０円

ワ イ ド �� ２，１７０円 �� １，７９０円 �� ３，４７０円

３ 連 複 ��� ３２，３３０円 ３ 連 単 ��� １７２，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３９６９６１ 的中 � ３８５８８（４番人気）
複勝票数 計 ６５６６９８ 的中 � ７９２５０（３番人気）� ２８５５５（１０番人気）� ３７１９３（８番人気）
枠連票数 計 ４４４１７６ 的中 （３－６） １６９９４（９番人気）
馬連票数 計１８１３７４９ 的中 �� ２１６７３（３２番人気）
馬単票数 計 ９４３３１４ 的中 �� ５８９６（５７番人気）
ワイド票数 計 ５５１８８３ 的中 �� ６２７７（３３番人気）�� ７６９６（２９番人気）�� ３８７０（４８番人気）
３連複票数 計２０３７７５２ 的中 ��� ４６５３（１１３番人気）
３連単票数 計３７９０５０５ 的中 ��� １６２０（６１０番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．２―１１．０―１１．８―１１．９―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．０―３３．０―４４．８―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンノベラーノ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Woodman デビュー ２００９．１２．１３ 阪神５着

２００７．４．１４生 牡４鹿 母 ゼンノシチョウ 母母 Just Juliet １５戦４勝 賞金 ５０，７５２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 イチエイクリッパー号・ミッキーフォルテ号・ユウキマリアッチ号

２レース目



２７０７１ ９月２５日 晴 良 （２３中山４）第６日 第１１競走 ��
��２，２００�第５７回産経賞オールカマー（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
３歳以上，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，２２．９．２５以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，２２．９．２４以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

産経新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 ６５８，０００円 １８８，０００円 ９４，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

７７ アーネストリー 牡６鹿 ５９ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２２－１２２：１１．２ １．４�

１１ ゲシュタルト 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 ５０８＋ ２２：１１．４１� ２３．０�
６６ カ リ バ ー ン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム B４８４－１２２：１１．５� ５．４�
２２ コロンバスサークル 牝５黒鹿５５ 横山 典弘吉田 照哉氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４５６－ ４２：１１．６� ２８．４�
３３ マコトギャラクシー 牡４栃栗５７ 吉田 豊尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４６４－ ４２：１１．７� １３．０�
４４ マイネルラクリマ 牡３栗 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 ４６８± ０２：１１．８� １０．２	
８８ ムラマサノヨートー 牡７栗 ５７ 田辺 裕信新井 孝治氏 牧 光二 浦河 岡本 昌市 ４９４＋ ２２：１２．０１ ７７．３

５５ ダイワジャンヌ 牝６黒鹿５５ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 静内 千代田牧場 ４６０＋１２２：１２．２１� ９８．９�
８９ シャドウゲイト 牡９黒鹿５８ 田中 勝春飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０６± ０２：１２．６２� １５．９�

（９頭）

売 得 金
単勝： １２４，５１７，７００円 複勝： ３０９，７３８，９００円 枠連： ５６，０３６，７００円 馬連： ３９２，２１２，２００円 馬単： ３３６，３０８，６００円

ワイド： １２７，００４，８００円 ３連複： ４３９，２０８，５００円 ３連単： １，５９３，９５１，６００円 ５重勝： １，３９７，３１６，７００円 計： ４，７７６，２９５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ３２０円 � １５０円 枠 連（１－７） １，４３０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� １，６５０円

ワ イ ド �� ４００円 �� １６０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� １，３８０円 ３ 連 単 ��� ６，１２０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����� ３７８，１６０円

票 数

単勝票数 計１２４５１７７ 的中 � ７２６９６６（１番人気）
複勝票数 計３０９７３８９ 的中 � ２１７０４２５（１番人気）� ７７４１３（６番人気）� ２８４８８５（２番人気）
枠連票数 計 ５６０３６７ 的中 （１－７） ２９０７５（６番人気）
馬連票数 計３９２２１２２ 的中 �� ２２７４７０（５番人気）
馬単票数 計３３６３０８６ 的中 �� １５０７４４（６番人気）
ワイド票数 計１２７００４８ 的中 �� ６８８２８（５番人気）�� ２７３２２０（１番人気）�� ２４２２１（１４番人気）
３連複票数 計４３９２０８５ 的中 ��� ２３５０５６（５番人気）
３連単票数 計１５９３９５１６ 的中 ��� １９２４７１（１９番人気）
５重勝票数 計１３９７３１６７ 的中 ����� ２７２７

ハロンタイム １２．３―１１．３―１２．６―１２．２―１２．１―１１．７―１１．９―１１．６―１１．８―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．３―２３．６―３６．２―４８．４―１：００．５―１：１２．２―１：２４．１―１：３５．７―１：４７．５―１：５８．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アーネストリー 
�
父 グラスワンダー 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．７．８ 阪神１着

２００５．５．１７生 牡６鹿 母 レットルダムール 母母 ダイナチヤイナ ２１戦１０勝 賞金 ５７８，９０９，０００円

２７０７２ ９月２５日 晴 良 （２３中山４）第６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

８１５ シュテルンターラー 牝４芦 ５５ 佐藤 哲三 �グリーンファーム 高野 友和 千歳 社台ファーム ４８２＋ ６１：１１．１ ４．０�

８１６ ミヤビヘレネ 牝３鹿 ５３ 吉田 豊村上 義勝氏 尾関 知人 浦河 大成牧場 ４９６＋１２１：１１．５２� １６．５�
４８ 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 ４７０＋ ４１：１２．１３� ６．８�
３６ ド ナ リ サ 牝３鹿 ５３ 蛯名 正義山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４７６＋ ２１：１２．４１� ２６．３�
７１３� デ ン フ ァ レ 牝４栗 ５５ 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 ４８６＋ ６１：１２．６１� ７．９�
５９ � オメガブルーベリー 牝４栗 ５５ 松岡 正海原 �子氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４６０－ ４１：１２．７クビ １２．０�
６１１ ナムラエメラルド 牝３鹿 ５３ 横山 典弘奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４５８－ ４ 〃 ハナ １７．２	
１２ トレノローザ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４２８± ０１：１２．８� １２９．５

４７ ホワイトアッシュ 牝３芦 ５３ 柴田 善臣布施 光章氏 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 ４５８＋１４ 〃 クビ １４３．７�
３５ パシオンルージュ 牝３鹿 ５３ 北村 宏司吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 ４６２－ ４ 〃 ハナ ３．１�
７１４ ゲンパチマイラヴ 牝３栗 ５３ 江田 照男平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 頼嗣 ４８２＋１２１：１２．９� ５７．２
２３ � シャイニイチカ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４３８＋１２１：１３．０クビ １４．１�
６１２ 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± ０１：１３．３２ ４１．９�
５１０ リネンピュア 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４６２＋ ２１：１３．４クビ ２１２．９�
２４ エ キ ナ シ ア 牝３鹿 ５３

５０ ▲嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 ４９２＋ ８１：１３．６１	 ３５．８�
１１ サマーダリア 牝３鹿 ５３ 藤岡 佑介セゾンレースホース� 伊藤 大士 浦河 惣田 英幸 ４８６－ ２１：１４．５５ １０９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５７，３１４，７００円 複勝： ８２，７１６，２００円 枠連： ５２，２４７，２００円

馬連： １９７，５７８，１００円 馬単： １１４，７４７，８００円 ワイド： ７９，６７２，８００円

３連複： ２４９，５６７，０００円 ３連単： ４９６，４８１，７００円 計： １，３３０，３２５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １９０円 � ４９０円 � ２２０円 枠 連（８－８） ３，１１０円

馬 連 �� ３，３９０円 馬 単 �� ５，０４０円

ワ イ ド �� １，４２０円 �� ７５０円 �� ２，７２０円

３ 連 複 ��� １０，０７０円 ３ 連 単 ��� ４３，４００円

票 数

単勝票数 計 ５７３１４７ 的中 � １１４８０５（２番人気）
複勝票数 計 ８２７１６２ 的中 � １２９１８０（２番人気）� ３６２２２（８番人気）� １０７６６０（３番人気）
枠連票数 計 ５２２４７２ 的中 （８－８） １２４１０（１５番人気）
馬連票数 計１９７５７８１ 的中 �� ４３０４２（１３番人気）
馬単票数 計１１４７４７８ 的中 �� １６８２０（１７番人気）
ワイド票数 計 ７９６７２８ 的中 �� １３６９９（１７番人気）�� ２７５６１（７番人気）�� ６９７６（３２番人気）
３連複票数 計２４９５６７０ 的中 ��� １８２９２（３２番人気）
３連単票数 計４９６４８１７ 的中 ��� ８４４４（１２８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．７―１２．１―１１．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．４―４６．５―５８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３６．７
３ ５，１６（８，１５）（４，９，１０）（２，７，１４）（６，１２，１３）３，１－１１ ４ ５（８，１６，１５）９，１０（４，１４）（７，１３）（２，１２）（３，６）－１，１１

勝馬の
紹 介

シュテルンターラー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Two Punch デビュー ２００９．１１．１５ 京都１着

２００７．４．２５生 牝４芦 母 トゥースペシャル 母母 Flaps Up １３戦３勝 賞金 ３０，３５０，０００円
〔制裁〕 ミヤビヘレネ号の騎手吉田豊は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（９番・７番・３番への進路影響）

５レース目



（２３中山４）第６日 ９月２５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６８頭 本 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

３０１，３９０，０００円
１，４００，０００円
１，９８０，０００円
２８，３３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５５，８５２，０００円
５，１４７，６００円
１，６６３，２００円

勝馬投票券売得金
４１２，６３２，６００円
７９２，６６４，６００円
３０３，０３９，０００円
１，３２４，４２４，７００円
９３８，０１２，３００円
４７８，３３８，９００円
１，５５２，０００，０００円
３，７１７，７５７，９００円
１，３９７，３１６，７００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 １０，９１６，１８６，７００円

総入場人員 ３１，０７３名 （有料入場人員 ２７，１９８名）


