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２５００１ ９月８日 曇 稍重 （２４中山４）第１日 第１競走 ��１，８００�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

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

５６ コスモアリュール 牡２鹿 ５４ 柴田 大知岡田 繁幸氏 清水 美波 新ひだか ウエスタンファーム ４３０－ ８１：５９．１ ２８．０�

６８ フェイマスシーン 牡２鹿 ５４ 吉田 豊笠原 幸六氏 大久保洋吉 平取 高橋 啓 ４７６－ ８１：５９．２� ７．１�
７１１ コスモデスタン 牡２鹿 ５４ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４７０－ ４１：５９．３� １７．１�
４５ フュージリア 牡２青鹿５４ 横山 典弘吉田 和子氏 菊沢 隆徳 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００＋ ４１：５９．６２ ２．９�
８１２ ウインコサージュ 牝２芦 ５４

５１ ▲嶋田 純次�ウイン 手塚 貴久 新ひだか 藤沢牧場 ４５４± ０１：５９．８� ２２．５�
７１０ ウインチェイサー 牡２青鹿５４ 大野 拓弥�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム ５１０－ ２１：５９．９� ２．８	
１１ オリオンザプラズマ 牡２栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 ４７０＋ ４２：００．１１ ９３．０

６９ スリーヨーク 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４５４± ０ 〃 クビ １４．７�
８１３ テ ン ミ ラ イ 牡２栗 ５４ 後藤 浩輝天白 泰司氏 牧 光二 浦河 村中牧場 ４６２＋１０２：００．３１� ６．７�
４４ カラダサンキュー 牡２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一子安 裕樹氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４３８＋ ２２：００．６１� ２９．９
２２ ユ ウ シ ン 牡２鹿 ５４ 江田 照男益田 修一氏 中野 栄治 新冠 村上牧場 ４３０－ ２２：０２．４大差 １０９．８�
３３ メルクマール 牡２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 バンダム牧場 ４５８＋ ６２：０２．５� １２３．９�

（１２頭）
５７ オ ベ ロ ン 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １５，２８０，５００円 複勝： ３０，６３７，９００円 枠連： １２，３０３，３００円

馬連： ４１，１９８，６００円 馬単： ３１，１７３，１００円 ワイド： １９，１２６，５００円

３連複： ５５，８４５，５００円 ３連単： ９２，８１４，９００円 計： ２９８，３８０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８００円 複 勝 � ７４０円 � ２７０円 � ３６０円 枠 連（５－６） ３，３９０円

馬 連 �� ６，７７０円 馬 単 �� １９，７５０円

ワ イ ド �� １，８５０円 �� ３，０４０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ２９，４４０円 ３ 連 単 ��� ２５２，７６０円

票 数

単勝票数 差引計 １５２８０５（返還計 ９５４） 的中 � ４３１４（８番人気）
複勝票数 差引計 ３０６３７９（返還計 ２２６２） 的中 � ９６６３（８番人気）� ３３７１８（３番人気）� ２２７００（５番人気）
枠連票数 差引計 １２３０３３（返還計 ３７） 的中 （５－６） ２６８１（１０番人気）
馬連票数 差引計 ４１１９８６（返還計 ５６７０） 的中 �� ４４９３（２１番人気）
馬単票数 差引計 ３１１７３１（返還計 ２９０１） 的中 �� １１６５（４９番人気）
ワイド票数 差引計 １９１２６５（返還計 ２０１２） 的中 �� ２５４４（２２番人気）�� １５２６（２９番人気）�� ３７４８（１６番人気）
３連複票数 差引計 ５５８４５５（返還計 ９８５３） 的中 ��� １４００（６６番人気）
３連単票数 差引計 ９２８１４９（返還計 ２１８４２） 的中 ��� ２７１（４１８番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．５―１３．８―１４．６―１３．３―１３．３―１３．１―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．６―３９．４―５４．０―１：０７．３―１：２０．６―１：３３．７―１：４６．３

コーナー
通過順位

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

２
４

・（６，８）（２，１１）（３，９）（４，１０，１３）５，１２＝１・（６，８）１１（２，９）（４，１０，１３）（３，５，１２）１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモアリュール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１２．７．１５ 新潟７着

２０１０．４．２９生 牡２鹿 母 エ ン ベ ゼ ル 母母 Bookkeeper ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔出走取消〕 オベロン号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。

２５００２ ９月８日 曇 良 （２４中山４）第１日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時４５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

１：３３．４
１：３３．１

良

良

２２ ガ チ バ ト ル 牡２栗 ５４ 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 ４５２－１０１：３３．８ ５．１�

４４ サーストンニュース 牡２青鹿５４ 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４３２± ０ 〃 アタマ １．４�
５５ スワンボート 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 ４３６－ ４１：３３．９� １４．７�
６８ コスモギガデイン 牡２栗 ５４ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 黒岩 陽一 日高 木村牧場 ４５０± ０１：３４．３２� ３３．５�
１１ コスモフェイト 牡２鹿 ５４ 柴田 大知岡田 繁幸氏 畠山 重則 新ひだか 乾 皆雄 ４５０＋ ４１：３４．４� ８６．７�
７９ バンテアイスレイ 牝２鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 真歌田中牧場 ４３２－ ８１：３４．７１� ９５．２�
５６ タ プ ロ ー ム 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 ４６２＋ ４１：３４．８� １０．７	
６７ ディアキーパー 牡２鹿 ５４ 江田 照男ディアレスト 菊川 正達 浦河 桑田フアーム B４２２－ ４１：３４．９� １６７．７

８１２ ウインエスペランサ 牡２芦 ５４ 石橋 脩�ウイン 粕谷 昌央 日高 旭 牧場 ４７４± ０１：３５．２１� ２８．５�
８１１ ブラックジャック 牡２青鹿５４ 勝浦 正樹北駿競走馬組合 水野 貴広 新冠 長浜牧場 ４５０－ ４ 〃 アタマ ２１．４
３３ シンパサイザー 牡２芦 ５４ 中舘 英二水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 ４２４－ ４ 〃 クビ ２４．５�
７１０ ク ー ル ゾ ロ 牡２栗 ５４

５１ ▲西村 太一川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 ４７６－ ８１：３６．６９ １２５．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，０８８，７００円 複勝： ６８，７６７，１００円 枠連： １４，２８０，５００円

馬連： ３９，８３１，３００円 馬単： ４０，０３３，６００円 ワイド： １９，６６７，７００円

３連複： ５３，５１２，８００円 ３連単： １３１，１９９，０００円 計： ３８５，３８０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １３０円 � １００円 � ２１０円 枠 連（２－４） ２２０円

馬 連 �� ２１０円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド �� １４０円 �� ５５０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ７４０円 ３ 連 単 ��� ４，３９０円

票 数

単勝票数 計 １８０８８７ 的中 � ２８２９２（２番人気）
複勝票数 計 ６８７６７１ 的中 � ７５１２３（２番人気）� ４８７７０４（１番人気）� ２６８５５（４番人気）
枠連票数 計 １４２８０５ 的中 （２－４） ４９４３０（１番人気）
馬連票数 計 ３９８３１３ 的中 �� １４０９８０（１番人気）
馬単票数 計 ４００３３６ 的中 �� ３４９８２（３番人気）
ワイド票数 計 １９６６７７ 的中 �� ４９５８９（１番人気）�� ６６６８（７番人気）�� １３７４２（３番人気）
３連複票数 計 ５３５１２８ 的中 ��� ５３４３８（２番人気）
３連単票数 計１３１１９９０ 的中 ��� ２２０８９（１１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．５―１１．８―１１．７―１１．８―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３４．９―４６．７―５８．４―１：１０．２―１：２１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．４

３ ８，１２（２，４）（５，６）（１，１１）（３，１０）９－７
２
４

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

勝馬の
紹 介

ガ チ バ ト ル �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２０１２．７．２９ 新潟４着

２０１０．５．２８生 牡２栗 母 ツキノロマン 母母 シヨノロマン ３戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円

第４回 中山競馬 第１日



２５００３ ９月８日 晴 稍重 （２４中山４）第１日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時１５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，０００，０００円 １，６００，０００円 １，０００，０００円 ６００，０００円 ４００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３５ ジ ョ ー イ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広磯波 勇氏 高木 登 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５４－ ２１：１２．０ ２．４�

４７ � アンアミューズド 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�大樹ファーム 二ノ宮敬宇 米 Walton
Breeding ４５６＋１０ 〃 クビ ８．４�

２３ ケージーコシヒカリ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一川井 五郎氏 田島 俊明 新冠 岩見牧場 ４６４＋ ６１：１２．９５ ３０．８�
５１０� ツヴァイハンダー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司伊藤 英明氏 藤沢 和雄 米 Hidetoshi

Yamamoto ５４８－ ８１：１３．０� ４．９�
５９ メルティーキス 牝３栗 ５４ 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 B４２４＋ ６１：１３．２� ６．０�
４８ ミサノハナユキ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信竹森 幹雄氏 田中 剛 新冠 中央牧場 ４１８－ ２ 〃 クビ ２２０．８�
２４ ハ レ ー 	３栗 ５６ 丸田 恭介 K.C．タン氏 和田 正道 新ひだか 三木田 尚大 ４７２－ ６ 〃 ハナ ５０．９	
８１６ トモヲエラババ 牡３栃栗 ５６

５３ ▲菅原 隆一江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４７８－１４１：１３．３クビ ６０．７

１２ ディアコメット 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人寺田千代乃氏 田村 康仁 新ひだか 大典牧場 ４６０＋ ２１：１３．６１� ４６．６�
７１３ グレイトマンボ 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４７８± ０１：１３．７� １０５．２�
６１１� ベリベリハッピー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘足立 範子氏 萩原 清 米

Marston Stud, R.
A. N. Bonnycastle
& BBA Ireland

４９２－ ８１：１３．８� ５．５
６１２ ローレルヘーシンク 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥 �ローレルレーシング 牧 光二 新冠 対馬 正 ４８２－ ２ 〃 アタマ ２２．４�
３６ プリモアモーレ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治飯田 政子氏 栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 ４４０＋１０１：１４．１１� ３００．２�
１１ ヒロノシラユキ 牝３芦 ５４ 丹内 祐次山内 広氏 清水 美波 新冠 中地 義次 ４３４＋ ６１：１４．４２ ２６６．３�
７１４ サンシャインマイ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹山田 建夫氏 中野 栄治 安平 吉田 光政 ４３４－２０１：１５．４６ １７４．０�
８１５ シルクセラフィム 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎有限会社シルク武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 ４６２＋ １１：１６．０３� １８２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９９８，９００円 複勝： ３８，８０９，４００円 枠連： １５，３３１，３００円

馬連： ４６，８３８，７００円 馬単： ３５，４３２，５００円 ワイド： ２１，５８８，８００円

３連複： ６３，８９４，８００円 ３連単： １０７，６８９，８００円 計： ３４９，５８４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ２１０円 � ５１０円 枠 連（３－４） ８２０円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� １，２８０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ７５０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� ４，５００円 ３ 連 単 ��� １４，７５０円

票 数

単勝票数 計 １９９９８９ 的中 � ６６１５０（１番人気）
複勝票数 計 ３８８０９４ 的中 � １３３６０９（１番人気）� ４０９８７（５番人気）� １２９３６（７番人気）
枠連票数 計 １５３３１３ 的中 （３－４） １３８０３（４番人気）
馬連票数 計 ４６８３８７ 的中 �� ３９７５８（４番人気）
馬単票数 計 ３５４３２５ 的中 �� ２０４４９（３番人気）
ワイド票数 計 ２１５８８８ 的中 �� １７４３７（２番人気）�� ６９２３（１０番人気）�� ２８６２（１９番人気）
３連複票数 計 ６３８９４８ 的中 ��� １０４８１（１４番人気）
３連単票数 計１０７６８９８ 的中 ��� ５３９１（４３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．６―１２．３―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．４―４６．７―５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３７．６
３ ・（３，５）１０，４，７（１５，１６）（９，１１，１３）（８，１２）１，２－（６，１４） ４ ・（３，５）（４，１０）－７（９，１６）８（１１，１３）１５（２，１２）１，６－１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジ ョ ー イ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Mt. Livermore デビュー ２０１２．３．１７ 中山６着

２００９．５．８生 牡３鹿 母 リブユアドリームス 母母 Night and Dreams ７戦１勝 賞金 ７，９６０，０００円
〔発走状況・騎手変更〕 ハレー号は，馬場入場時に転倒。騎手後藤浩輝は検査のため丸田恭介に変更。検量及び装鞍のやり直

しのため発走時刻４分遅延。
〔制裁〕 ケージーコシヒカリ号の調教師田島俊明は，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。

ローレルヘーシンク号の騎手大庭和弥は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（１３番・１４番への進路影響）
シルクセラフィム号の騎手西田雄一郎は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（１２番への進路影
響）

※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 シャドウフェアリー号・スカイジュエル号

２５００４ ９月８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２４中山４）第１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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

６７ カリズマアゲン 牡５鹿 ６０ 平沢 健治浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 ４９２＋ ４３：１３．３ ５．０�

４４ � モエレマジックマン 牡７黒鹿６０ 大江原 圭坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 ５０８± ０３：１４．１５ ９７．３�
５６ ネオレボルーション �６青鹿６０ 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５１８＋２０３：１４．２� ５．１�
５５ スーパーティチャー 牝５鹿 ５８ 草野 太郎福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４８８＋ ６ 〃 クビ ４．６�
７９ トレノユーボウ �５黒鹿６０ 横山 義行子安 裕樹氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５０２－ ４３：１４．３� １１．０�
８１１ タニノハービービー 牡３鹿 ５８ 高野 和馬谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 ４６４± ０３：１４．４� ３８．１�
１１ � グローバルチャージ 牡４芦 ６０ 石神 深一�リーヴァ 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 ４９２± ０３：１４．７１� ４．８	
６８ ノーブルエース 牝５鹿 ５８ 小野寺祐太
原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４２２± ０３：１４．９１	 ６７．８�
３３ � トーアティアレ 牝５鹿 ５８ 江田 勇亮高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 ４５８＋ ２３：１５．９６ １４．６
７１０
 クレバーロッシー 牡５栗 ６０ 山本 康志田� 正明氏 加藤 和宏 米 Tom Stone-

braker ４６８＋ ８３：１６．８５ ３８．１�
２２ ニシノスローン 牡５鹿 ６０ 蓑島 靖典西山 茂行氏 菅原 泰夫 むかわ 西山牧場 ４９６＋ ６３：２４．４大差 ６．２�
８１２ ビルトミーアップ 牝７鹿 ５８ 浜野谷憲尚飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４７４＋ ２ （競走中止） ２６．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，８９２，０００円 複勝： ２２，０００，１００円 枠連： １３，９７３，７００円

馬連： ３８，２３５，６００円 馬単： ２７，０９４，２００円 ワイド： １７，３０３，８００円

３連複： ５６，４０９，１００円 ３連単： ８９，９１１，８００円 計： ２７８，８２０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２００円 � １，６９０円 � ２９０円 枠 連（４－６） １３，５２０円

馬 連 �� ２２，１２０円 馬 単 �� ４３，１００円

ワ イ ド �� ５，８３０円 �� ８８０円 �� ６，５５０円

３ 連 複 ��� ５５，８８０円 ３ 連 単 ��� ４４５，３４０円

票 数

単勝票数 計 １３８９２０ 的中 � ２２２９４（３番人気）
複勝票数 計 ２２０００１ 的中 � ３５０４９（３番人気）� ２７０２（１２番人気）� ２０５８１（５番人気）
枠連票数 計 １３９７３７ 的中 （４－６） ７６３（２６番人気）
馬連票数 計 ３８２３５６ 的中 �� １２７６（４８番人気）
馬単票数 計 ２７０９４２ 的中 �� ４６４（８８番人気）
ワイド票数 計 １７３０３８ 的中 �� ７１３（５１番人気）�� ５１２０（１１番人気）�� ６３３（５５番人気）
３連複票数 計 ５６４０９１ 的中 ��� ７４５（１２１番人気）
３連単票数 計 ８９９１１８ 的中 ��� １４９（７５２番人気）

上り １マイル １：４８．０ ４F ５２．８－３F ３９．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カリズマアゲン �
�
父 カリズマティック �

�
母父 Lear Fan デビュー ２００９．９．２７ 新潟７着

２００７．３．３０生 牡５鹿 母 エキサイトアゲン 母母 Fortunate Again 障害：４戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時５０分に変更。
〔競走中止〕 ビルトミーアップ号は，競走中に疾病〔右後繋靭帯断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



２５００５ ９月８日 晴 良 （２４中山４）第１日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時３５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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

７７ ワンダービリーヴ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４４４ ―１：１０．３ １０．３�

７８ イムディーナ 牝２栗 ５４ 石橋 脩 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 ４２６ ―１：１０．５１� ４．７�

８１０ アキノハート 牝２栗 ５４ 田辺 裕信穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 佐竹 学 ４５６ ―１：１０．７１� ６．８�
５５ ミヤコラブロマンス 牝２鹿 ５４ 柴田 大知吉田喜代司氏 菅原 泰夫 浦河 梅田牧場 ４１２ ―１：１０．９１� ２７．４�
３３ サクラアルカンジュ 牡２栗 ５４ 蛯名 正義�さくらコマース加藤 征弘 新ひだか 木田 祐博 ４２０ ―１：１１．０� ３．７�
４４ クレバージョーイ 牝２鹿 ５４ 武 豊田	 正明氏 武藤 善則 浦河 田中スタッド ４４８ ―１：１１．３２ ２．４

１１ カシノラッキー 牡２青鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 下河辺牧場 ４７６ ―１：１１．６２ ６４．２�
６６ シ ュ ヴ ァ ン 牝２芦 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 日高 インターナショ

ナル牧場 ４１２ ―１：１１．８１� ３１．５�
２２ カワキタフラッシュ 牝２栗 ５４ 田中 博康川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４２８ ―１：１２．３３ ９７．２
８９ スターナイト 牡２鹿 ５４ 横山 義行岡田 牧雄氏 田中 剛 新ひだか 泊 寿幸 ４４０ ―１：１２．６１� ７０．１�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １８，２０１，３００円 複勝： ３３，９９７，０００円 枠連： ９，８２３，１００円

馬連： ４５，２８７，８００円 馬単： ３３，６４５，９００円 ワイド： １５，９００，６００円

３連複： ４７，５０４，２００円 ３連単： ９９，９０４，６００円 計： ３０４，２６４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ３７０円 � ２３０円 � ２７０円 枠 連（７－７） ２，０００円

馬 連 �� ２，４８０円 馬 単 �� ５，０９０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� ８４０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ３，９９０円 ３ 連 単 ��� ２３，４００円

票 数

単勝票数 計 １８２０１３ 的中 � １３９３２（５番人気）
複勝票数 計 ３３９９７０ 的中 � ２２０２９（５番人気）� ４２２９４（３番人気）� ３３９６４（４番人気）
枠連票数 計 ９８２３１ 的中 （７－７） ３６２６（７番人気）
馬連票数 計 ４５２８７８ 的中 �� １３５００（１０番人気）
馬単票数 計 ３３６４５９ 的中 �� ４８８７（２１番人気）
ワイド票数 計 １５９００６ 的中 �� ５７６１（９番人気）�� ４５０４（１０番人気）�� ８７６４（６番人気）
３連複票数 計 ４７５０４２ 的中 ��� ８８０２（１２番人気）
３連単票数 計 ９９９０４６ 的中 ��� ３１５２（７８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．３―１２．１―１２．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．２―４６．３―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダービリーヴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Deputy Minister 初出走

２０１０．５．２３生 牝２鹿 母 シルバーバレーガール 母母 Silver Valley １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２５００６ ９月８日 晴 稍重 （２４中山４）第１日 第６競走 ��１，８００�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 ４，０００，０００円 １，６００，０００円 １，０００，０００円 ６００，０００円 ４００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４８ ドリームピース 牡３栗 ５６ 大野 拓弥セゾンレースホース� 松山 康久 安平 追分ファーム ４７０－ １１：５５．７ ２７．０�

３６ マックスロノ 牡３栗 ５６ 内田 博幸田所 英子氏 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 ４８６＋ ４ 〃 クビ ４．０�
４７ フェアリーフロス 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 ４５４－ ６１：５６．０２ １７．８�
６１１ ウインアンブロシア 牝３鹿 ５４ 石橋 脩�ウイン 堀 宣行 安平 追分ファーム ４５０－１０１：５６．１クビ ４．５�
１１ オンワードモンタナ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海樫山 章子氏 相沢 郁 浦河 オンワード牧場 ４６８－ ６ 〃 ハナ ５４．２�
７１４ ベルウッドホルン 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義鈴木 照雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド ４７８± ０１：５６．５２� ３．０	
２３ ヴァリュービジョン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲長岡 禎仁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 村上 雅規 ５０４＋ ２１：５７．２４ ６３．９


１２ スプレッドイーグル 牡３鹿 ５６ 北村 宏司石橋 松蔵氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 B４８６± ０１：５７．４� ５．５�
３５ テンエイヒーロー 牡３鹿 ５６ 丸山 元気熊坂富寿雄氏 嶋田 功 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４１８－ ２１：５７．５クビ １９７．７�
２４ ヒカルハナブタイ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘�橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４３６－ ２１：５７．７１� １６．１
７１３ トリックスター 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴田 政人 様似 澤井 義一 ４５８＋１３１：５８．２３ １４５．６�
６１２ シ ュ ク ハ イ 牡３鹿 ５６ 梶 晃啓 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 坂本 智広 ４７８＋ ２１：５８．９４ ２７６．８�
８１６ ビ ジ ャ リ カ 牝３黒鹿５４ 田中 博康有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２０－ ４１：５９．２２ ７２．４�
５１０ スポーツコート 牡３青 ５６ 田辺 裕信田島榮二郎氏 中野 栄治 新ひだか 大平牧場 ４６０－１０１：５９．５１� ２２．９�
８１５ テイエムアドニス 牡３栗 ５６

５３ ▲横山 和生竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 山際セントラルスタッド ４５２± ０２：００．２４ ４８１．９�
５９ ル ク ー ル 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 吉田 又治 ４４２－１４２：０１．０５ １８５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１９５，４００円 複勝： ３３，９８９，７００円 枠連： １６，２５８，２００円

馬連： ５４，５４３，９００円 馬単： ３６，２１７，０００円 ワイド： ２４，２６５，４００円

３連複： ６８，３６１，５００円 ３連単： １１３，５８２，３００円 計： ３６９，４１３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７００円 複 勝 � ５３０円 � ２３０円 � ４１０円 枠 連（３－４） ２，５３０円

馬 連 �� ５，１２０円 馬 単 �� １３，５６０円

ワ イ ド �� １，３３０円 �� ３，１００円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� １８，１８０円 ３ 連 単 ��� １５３，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２２１９５４ 的中 � ６４９２（８番人気）
複勝票数 計 ３３９８９７ 的中 � １５２９８（８番人気）� ４５９９５（４番人気）� ２０６９９（５番人気）
枠連票数 計 １６２５８２ 的中 （３－４） ４７４８（１１番人気）
馬連票数 計 ５４５４３９ 的中 �� ７８６３（２０番人気）
馬単票数 計 ３６２１７０ 的中 �� １９７２（４４番人気）
ワイド票数 計 ２４２６５４ 的中 �� ４５５６（２１番人気）�� １８８１（３０番人気）�� ４９６８（１６番人気）
３連複票数 計 ６８３６１５ 的中 ��� ２７７６（５３番人気）
３連単票数 計１１３５８２３ 的中 ��� ５４５（３８４番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．０―１２．５―１３．４―１３．０―１２．６―１２．８―１３．１―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３７．２―５０．６―１：０３．６―１：１６．２―１：２９．０―１：４２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームピース �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Theatrical デビュー ２０１１．１１．６ 東京７着

２００９．５．１１生 牡３栗 母 ソレイユドール 母母 Caerleon’s Success ５戦１勝 賞金 ４，５００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムアドニス号は，平成２４年１０月８日まで平地競走に出走できない。
ルクール号は，平成２４年１２月８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。
（非抽選馬） １頭 ワンマンライブ号



２５００７ ９月８日 晴 良 （２４中山４）第１日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４８ ガッダムアスカ 牝３芦 ５３
５０ ▲嶋田 純次神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４６２± ０１：０７．０ ５．４�

１２ トランドネージュ 牝３栗 ５３ 武 豊 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４７０＋ ６１：０７．２１ ３．９�
２３ ブリージーデイズ 牡５栗 ５７ 三浦 皇成 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム B５００＋ ４ 〃 クビ ２３．４�
４７ � ホワイトミーナ 牝５芦 ５５ 田辺 裕信阿部雅一郎氏 加藤 和宏 平取 高橋 啓 ４５２－ ４１：０７．５１� ７３．４�
３５ マ シ ラ 牝５鹿 ５５ 吉田 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４＋ ４１：０７．７１	 ６０．５�
５９ タケデンザビエル 牝３栗 ５３ 田中 勝春武市 進吾氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 ４７０＋ ４１：０７．８	 ２４．９	
７１４ マウントビスティー 牡３栗 ５５ 江田 照男備前島敏子氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４６６＋１０ 〃 ハナ ９．９

７１３ ミラクルピッチ 牝３黒鹿５３ 北村 宏司松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか 土居 忠吉 ４５０＋２２ 〃 クビ ４１．７�
３６ シンワクイーン 牝３鹿 ５３

５０ ▲西村 太一若尾 昭一氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 ４５０－ ２ 〃 ハナ １８．６�
６１１ サトノディライト 牡５鹿 ５７ 内田 博幸里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６１：０７．９クビ ３．２
６１２� パ ヤ ド ー ル 牝４栗 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース黒岩 陽一 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：０８．１１ １２３．０�
１１ テイエムコウノトリ 牝３黒鹿５３ 和田 竜二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド ４５２＋ ２ 〃 クビ １９．６�
２４ � スイートサンテ 牝４青鹿５５ 丸山 元気シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４５２－ ２１：０８．３１
 ２６４．９�
８１５ カリスマテーラー 牝６栗 ５５ 宮崎 北斗中西 浩一氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B４７４＋ ２ 〃 クビ １１４．７�
５１０ ダイワベスパー 牝３黒鹿５３ 後藤 浩輝大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４２６－ ４１：０８．４クビ ７．４�
８１６� マグピーソング 牝４芦 ５５

５２ ▲原田 和真藤田 在子氏 蛯名 利弘 新冠 村上 雅規 ４１８＋１０ 〃 ハナ ３３１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，７９８，６００円 複勝： ５１，８６１，４００円 枠連： ２１，２３１，１００円

馬連： ７３，０５４，３００円 馬単： ４５，９５６，８００円 ワイド： ３３，６６４，８００円

３連複： ９４，３３３，２００円 ３連単： １５１，５４１，５００円 計： ４９９，４４１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２２０円 � １８０円 � ６６０円 枠 連（１－４） １，０２０円

馬 連 �� １，１５０円 馬 単 �� ２，９５０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ２，１８０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ９，２５０円 ３ 連 単 ��� ３７，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２７７９８６ 的中 � ４０７９３（３番人気）
複勝票数 計 ５１８６１４ 的中 � ６５７７１（３番人気）� ９２６０５（２番人気）� １５９５５（９番人気）
枠連票数 計 ２１２３１１ 的中 （１－４） １５４２９（５番人気）
馬連票数 計 ７３０５４３ 的中 �� ４７１１６（３番人気）
馬単票数 計 ４５９５６８ 的中 �� １１５３４（１０番人気）
ワイド票数 計 ３３６６４８ 的中 �� １５４２９（４番人気）�� ３６４４（２７番人気）�� ５６０４（１６番人気）
３連複票数 計 ９４３３３２ 的中 ��� ７５３０（２９番人気）
３連単票数 計１５１５４１５ 的中 ��� ２９８４（１０７番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．０―１０．９―１１．２―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２１．８―３２．７―４３．９―５５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．２―３F３４．３
３ ・（１，９）２（１０，１１）１５（６，８，１２，１４）３（５，１３）４（７，１６） ４ １（９，２）（８，１０）６（３，１２，１１）（５，１４，１５）（４，７，１３）１６

勝馬の
紹 介

ガッダムアスカ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ミュージックタイム デビュー ２０１１．１２．４ 中山２着

２００９．２．９生 牝３芦 母 ガッダムブランシュ 母母 ガッドファイヤー ９戦２勝 賞金 ２１，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ミヤコライジング号

２５００８ ９月８日 晴 稍重 （２４中山４）第１日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時０５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１２ アポロマーベリック 牡３鹿 ５４ 武 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 ４９８－ ６１：５３．２ １０．５�

２２ シュガーヒル 牡３芦 ５４ 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ８１：５３．３� １．７�

５６ � ロージーライト 牡４青鹿５７ 三浦 皇成栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 メイプルファーム ４８４＋ １ 〃 クビ ２９．８�
８１３ インパルション 牡３鹿 ５４ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 出口牧場 ４５０－１４１：５３．６１	 １５３．９�
７１１ レ イ ヴ 牡３栗 ５４ 蛯名 正義 �グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ５００－ ６１：５３．７� ５．２�
５７ シルクパルサー 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８２－ ２１：５３．９１
 ６．７�
４５ ディアフロイデ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム ４３６＋ ６１：５４．２２ ２７．２	
４４ ヤマニンメダイユ 牡３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 ４６６－ ６１：５４．３� ２１．８

７１０ レッツゴーマークン 牡４栗 ５７ 武士沢友治�Basic 田島 俊明 日高 ナカノファーム B４３８＋ ２１：５４．５	 １８．５�
６９ マイネルハーシェル 牡３栗 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 コスモヴューファーム B４６６－１０１：５４．８２ ９６．８�
３３ バ シ リ ク ス 牡４鹿 ５７ 内田 博幸ディアレスト 高木 登 新ひだか 大典牧場 ４９０＋ ４１：５４．９	 ６２．１
６８ トーセンリョウマ 牡４青鹿５７ 柴山 雄一島川 �哉氏 木村 哲也 日高 藤本ファーム B４９２＋ ２１：５５．２１	 ７８．１�
１１ リンクルリッジ 牡４黒鹿５７ 丸山 元気 �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 ４６２－ ８１：５５．７３ １１３．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２９，７０２，５００円 複勝： ４８，７５９，４００円 枠連： ２０，７７１，６００円

馬連： ７４，５８４，９００円 馬単： ５６，０８６，３００円 ワイド： ３３，６０１，７００円

３連複： ９１，５０４，０００円 ３連単： １７６，８４９，４００円 計： ５３１，８５９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ２８０円 � １１０円 � ４００円 枠 連（２－８） ８７０円

馬 連 �� ８５０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ２，６１０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ６，４２０円 ３ 連 単 ��� ３５，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２９７０２５ 的中 � ２２５０４（４番人気）
複勝票数 計 ４８７５９４ 的中 � ３３０４６（４番人気）� １９３４５７（１番人気）� ２０６４９（７番人気）
枠連票数 計 ２０７７１６ 的中 （２－８） １７８１５（４番人気）
馬連票数 計 ７４５８４９ 的中 �� ６５１３７（３番人気）
馬単票数 計 ５６０８６３ 的中 �� １７４７８（９番人気）
ワイド票数 計 ３３６０１７ 的中 �� ２２１３７（３番人気）�� ２９２０（２６番人気）�� １１０９９（８番人気）
３連複票数 計 ９１５０４０ 的中 ��� １０５２１（２２番人気）
３連単票数 計１７６８４９４ 的中 ��� ３６８９（１０８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３７．３―５０．４―１：０２．８―１：１４．８―１：２７．３―１：３９．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アポロマーベリック �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 Theatrical デビュー ２０１１．１１．２６ 東京７着

２００９．４．１５生 牡３鹿 母 オメガファスター 母母 フ ァ ス タ ９戦２勝 賞金 １４，２００，０００円



２５００９ ９月８日 晴 良 （２４中山４）第１日 第９競走 ��
��１，８００�ア ス タ ー 賞

発走１４時３５分 （芝・右）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００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

１：４８．２
１：４６．６

良

良

２２ ミヤジタイガ 牡２鹿 ５４ 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 ４７８＋ ４１：４６．４レコード ６．６�

８９ ロードシュプリーム 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム ５０４－ ４ 〃 クビ ２．６�
３３ セ キ シ ョ ウ 牝２青鹿５４ 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 ４８４－ ６１：４６．７２ ３．０�
６６ ピュアソルジャー 牡２鹿 ５４ 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 ４６０± ０１：４６．９１� ３１．２�
４４ コスモハヤブサ 牡２青鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 コスモヴューファーム ４４８＋ ８１：４７．０クビ １１．７�
１１ トーセンレディ 牝２栗 ５４ 北村 宏司島川 	哉氏 加藤 征弘 新ひだか 服部 牧場 ４７６－ ２１：４７．２１ ６．２

５５ テワヒポウナム 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム ４２６－ ２１：４７．３� ２６７．７�
７７ トラスティー 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 平取 坂東牧場 ５０６－ ２ 〃 ハナ １４．７�
８８ ナンヨーケンゴー 牡２鹿 ５４ 内田 博幸中村 �也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 ４５８＋ ２１：４９．４大差 ３５．４

（９頭）

売 得 金

単勝： ４０，２１３，７００円 複勝： ４８，６４３，６００円 枠連： １６，２７１，０００円

馬連： ８６，０２２，０００円 馬単： ６１，２１８，５００円 ワイド： ２８，６２４，８００円

３連複： ８７，１３３，８００円 ３連単： ２２７，１６２，４００円 計： ５９５，２８９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（２－８） ７２０円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� １，９６０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ３４０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ６８０円 ３ 連 単 ��� ６，２１０円

票 数

単勝票数 計 ４０２１３７ 的中 � ４８２６７（４番人気）
複勝票数 計 ４８６４３６ 的中 � ６２４１８（４番人気）� １２３５４８（１番人気）� １１２４２２（２番人気）
枠連票数 計 １６２７１０ 的中 （２－８） １６８３３（２番人気）
馬連票数 計 ８６０２２０ 的中 �� ７９１４２（２番人気）
馬単票数 計 ６１２１８５ 的中 �� ２３１０４（６番人気）
ワイド票数 計 ２８６２４８ 的中 �� ２２９０３（３番人気）�� １８４６５（４番人気）�� ５０３８４（１番人気）
３連複票数 計 ８７１３３８ 的中 ��� ９５１９７（２番人気）
３連単票数 計２２７１６２４ 的中 ��� ２７０２２（１７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．１―１１．９―１１．９―１２．２―１２．２―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３４．７―４６．６―５８．５―１：１０．７―１：２２．９―１：３４．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミヤジタイガ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 El Corredor デビュー ２０１２．６．１０ 阪神１着

２０１０．２．２７生 牡２鹿 母 フローレンスガール 母母 Launch Site ３戦２勝 賞金 １８，２１７，０００円

２５０１０ ９月８日 晴 良 （２４中山４）第１日 第１０競走 ��
��１，６００�

き さ ら づ

木 更 津 特 別
発走１５時１０分 （芝・右・外）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．９．１０以降２４．９．２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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 ７００，０００
７００，０００

円
円

付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．３

良

良

７１２ コスモソーンパーク 牡４青鹿５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ４６８± ０１：３２．３ ４．６�

１１ マイネルアダマス 牡３鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B４０６＋ ２１：３２．５１� ３０．４�

７１３ フェスティヴタロー 牡３栗 ５３ 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 ４７２－ ６ 〃 クビ １９．９�
６１１ チャーチクワイア 牝３栗 ５１ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４４８± ０ 〃 ハナ １９．２�
５８ ヒシカツジェームス 牡５栗 ５７ 蛯名 正義阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド ４７２－ ２１：３２．６クビ ５．３�
５９ ヤマニンアストレア 牝５黒鹿５１ 丸山 元気土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４５４＋ ４ 〃 同着 １１４．６	
３４ ハイクラウン 牡３栗 ５３ 内田 博幸渡邊 隆氏 松山 康久 新冠 森 牧場 ４６８－ ８ 〃 アタマ ７．０

８１４ ゴールドスマイル 牡４鹿 ５３ 大野 拓弥居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４７２－ ２ 〃 クビ ２１５．３�
８１５ レッドエレンシア 牝４黒鹿５４ 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 ４２６－１０１：３２．８１ ３１．１�
４７ ア カ リ 牝６栗 ５２ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 B４５８＋１０ 〃 アタマ ６３．５
６１０ ニシノクエーサー 牡４栗 ５３ 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 ４８０－ ６ 〃 同着 ２４．３�
４６ ピュアオパール 牝４青鹿５３ 和田 竜二 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４１８－ ６１：３２．９� １１０．２�
２３ レ ト 牡５鹿 ５６ 木幡 初広伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４６２＋ ２１：３３．０� １１．５�
２２ ナンヨークイーン 牝６鹿 ５０ 嶋田 純次中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム B４４６－ ２ 〃 クビ ６９．４�
３５ ロイヤルクレスト 牡４栃栗５８ 横山 典弘�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ５２２＋ ２１：３３．５３ ２．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３７，００５，１００円 複勝： ６４，５８７，３００円 枠連： ３１，６３４，５００円

馬連： １３３，３０６，７００円 馬単： ７３，９０８，８００円 ワイド： ４６，３２３，１００円

３連複： １５３，６１０，９００円 ３連単： ２８２，３８７，１００円 計： ８２２，７６３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � ６１０円 � ５４０円 枠 連（１－７） ５，４７０円

馬 連 �� ６，３９０円 馬 単 �� ９，９７０円

ワ イ ド �� １，７６０円 �� １，３５０円 �� ５，５３０円

３ 連 複 ��� ２６，２３０円 ３ 連 単 ��� １２２，７４０円

票 数

単勝票数 計 ３７００５１ 的中 � ６４１５８（２番人気）
複勝票数 計 ６４５８７３ 的中 � １２３３５６（２番人気）� ２３６６９（９番人気）� ２７５９１（８番人気）
枠連票数 計 ３１６３４５ 的中 （１－７） ４２７０（１９番人気）
馬連票数 計１３３３０６７ 的中 �� １５４００（２６番人気）
馬単票数 計 ７３９０８８ 的中 �� ５４７６（３８番人気）
ワイド票数 計 ４６３２３１ 的中 �� ６５２３（２０番人気）�� ８６１９（１２番人気）�� ２０１４（５６番人気）
３連複票数 計１５３６１０９ 的中 ��� ４３２３（８０番人気）
３連単票数 計２８２３８７１ 的中 ��� １６９８（３６９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．１―１１．１―１１．６―１１．７―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．３―３４．４―４５．５―５７．１―１：０８．８―１：２０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３５．２

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

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

コスモソーンパーク �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ジェニュイン デビュー ２０１０．８．２２ 新潟４着

２００８．３．１５生 牡４青鹿 母 マイネピュール 母母 レデイスポート １８戦４勝 賞金 ７８，３８７，０００円
〔制裁〕 マイネルアダマス号の騎手柴田大知は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
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２５０１１ ９月８日 晴 良 （２４中山４）第１日 第１１競走 ��
��２，０００�

し お ん

紫苑ステークス
発走１５時４５分 （秋華賞トライアル） （芝・右）

牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．２
１：５６．１

良

良

３５ パララサルー 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成�G１レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６＋１２１：５８．４ ４．７�

１１ ブリッジクライム 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４４６－１４１：５８．５� ６．７�
６１１ フレイムコード 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 ４６０＋ ６１：５８．７１ １８．７�
２４ メイブリーズ 牝３芦 ５４ 柴田 善臣千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２－ ８１：５８．９１� ５４．２�
８１７ アイスフォーリス 牝３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 ４６２＋ ４ 〃 クビ ５．４�
２３ セプタードアイル 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム ４５４－１４ 〃 アタマ ４６．１	
８１６ ダイワズーム 牝３栗 ５４ 横山 典弘大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２１：５９．０クビ ５．９

５１０ パッシフローラ 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４１６± ０ 〃 アタマ ５５．６�
４８ オメガハートランド 牝３鹿 ５４ 石橋 脩原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４２４＋１６ 〃 アタマ １１．１�
１２ メイショウスザンナ 牝３鹿 ５４ 武 豊松本 好氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 ４４８－ ２ 〃 クビ １０．３�
８１５ アナンジュパス 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�G１レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４６２± ０１：５９．２	 ３１．４�
７１３
 ベルエアメイダン 牝３鹿 ５４ 和田 竜二榮 義則氏 森 秀行 愛 Sanford R.

Robertson ４４０－ ８ 〃 ハナ １０１．４�
５９ ディオベルタ 牝３栃栗５４ 吉田 豊 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム ４３６± ０１：５９．３	 ４４．１�
４７ ターフデライト 牝３青 ５４ 田辺 裕信�須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８２＋１６ 〃 アタマ ２８．４�
６１２ サンキューアスク 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４８６＋ ４ 〃 クビ ７．９�
７１４ ラクリモーサ 牝３青鹿５４ 宮崎 北斗 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４３８＋１０１：５９．５１� ２１６．３�
３６ 
 アンアヴェンジド 牝３黒鹿５４ 内田 博幸�大樹ファーム 藤沢 和雄 米

Dr. William B.
Wilmot & Dr.
Joan M. Taylor

５３４＋ ８１：５９．６	 ６３．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ７９，１３３，６００円 複勝： １４８，４５５，２００円 枠連： １０５，０１９，５００円

馬連： ３５０，４４３，３００円 馬単： １７１，８３３，０００円 ワイド： １２４，３１１，８００円

３連複： ４７５，４２５，２００円 ３連単： ８１０，６５６，１００円 計： ２，２６５，２７７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２１０円 � ２５０円 � ５２０円 枠 連（１－３） １，１２０円

馬 連 �� １，８７０円 馬 単 �� ３，５１０円

ワ イ ド �� ９１０円 �� ２，１００円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� １０，６９０円 ３ 連 単 ��� ４８，５２０円

票 数

単勝票数 計 ７９１３３６ 的中 � １３４２５６（１番人気）
複勝票数 計１４８４５５２ 的中 � ２０７２９０（２番人気）� １６７２９４（４番人気）� ６３５０４（８番人気）
枠連票数 計１０５０１９５ 的中 （１－３） ６９４８９（５番人気）
馬連票数 計３５０４４３３ 的中 �� １３８８２８（４番人気）
馬単票数 計１７１８３３０ 的中 �� ３６１９８（８番人気）
ワイド票数 計１２４３１１８ 的中 �� ３４８７３（４番人気）�� １４２２８（２５番人気）�� ２２３６０（１８番人気）
３連複票数 計４７５４２５２ 的中 ��� ３２８４０（３４番人気）
３連単票数 計８１０６５６１ 的中 ��� １２３３２（１４６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．８―１１．６―１２．５―１２．７―１２．２―１１．６―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．０―３４．８―４６．４―５８．９―１：１１．６―１：２３．８―１：３５．４―１：４６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．６
１
３
１３，１１－３，９（７，８）２（１，５，１５）１６（４，６）１７，１４（１２，１０）
１３，１１，３（２，９）８（１，７，１５）（５，１６）（４，１２，１７）（１０，６）１４

２
４
１３，１１－３，９－８，７（２，１５）（１，５）１６（４，１７）６，１２，１４，１０・（１３，１１）３（２，９，８）（１，７，１６，１７）５（４，１５，１２）（１０，１４，６）

勝馬の
紹 介

パララサルー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Stuka デビュー ２０１１．９．１９ 札幌２着

２００９．１．１９生 牝３鹿 母 タンタスエルテ 母母 Trapial ６戦４勝 賞金 ５６，４６２，０００円
〔制裁〕 フレイムコード号の騎手蛯名正義は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（９番・６番への進路影

響）
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりパララサルー号・ブリッジクライム号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

２５０１２ ９月８日 晴 稍重 （２４中山４）第１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）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５９ ゲンパチメジャー 牡３栗 ５５ 石橋 脩平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 ４９４－ ４１：１１．５ １．７�

４７ フランスギャル 牝３黒鹿５３ 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 ４６６＋ ２１：１１．９２� ２１．０�
１２ キンショーユウジャ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ５０２＋ ６１：１２．０クビ ４．１�
８１５ ジ ャ イ ア ン 牡４鹿 ５７ 丸山 元気�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４７４± ０１：１２．２１� １１．０�
５１０ デリケートアーチ 牝３栃栗５３ 三浦 皇成 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B４５８± ０１：１２．５１� １５．７�
８１６ エスペランサシチー 牡３芦 ５５ 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 ４９６－ ２１：１２．７１� ８．８	
４８ レッツマンボウ 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 ４７８－ ２１：１２．９１� １００．２

３６ � マヤノパシャ 牡５栗 ５７ 田辺 裕信田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 B５２２－ ２ 〃 ハナ ２１１．１�
６１１ ジ ル コ ニ ア 牝５栗 ５５ 宮崎 北斗下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 ４９０－１０ 〃 ハナ ４６．７
２４ ケイオークラウン 牡４栗 ５７ 大野 拓弥ジャパンフードビジネス� 高木 登 浦河 荻伏三好フ

アーム ５０４＋ ４１：１３．０� ６０．７�
１１ グランドシャープ 牝４鹿 ５５

５２ ▲横山 和生�グランド牧場 伊藤 圭三 日高 川島 良一 ４３６－１０ 〃 ハナ １１０．５�
２３ アードバーク 牡３鹿 ５５ 木幡 初広石川 幸司氏 保田 一隆 浦河 三栄牧場 ４７８＋ ６１：１３．３１� １９４．０�
７１３ スピーディードータ 牝３鹿 ５３

５０ ▲杉原 誠人安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 ４６２＋１４ 〃 アタマ ６４．１�
３５ リ ョ ウ ラ ン 牡３栗 ５５ 村田 一誠�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４６６－ ６ 〃 アタマ １０７．１�
６１２� ニコニコマーク 牝３鹿 ５３ 黛 弘人西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか グローリーファーム ４３２± ０１：１３．４クビ １８３．２�
７１４� ユキノソナタ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 坂 牧場 ４５６－ ３１：１４．５７ ２８８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，０６７，８００円 複勝： ７４，７９１，２００円 枠連： ４１，４１２，３００円

馬連： １２３，０６７，７００円 馬単： ９１，６７７，９００円 ワイド： ５０，５２４，０００円

３連複： １５９，０８１，９００円 ３連単： ３５９，３６１，３００円 計： ９４５，９８４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２７０円 � １４０円 枠 連（４－５） １，２００円

馬 連 �� １，６９０円 馬 単 �� ２，０２０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� １８０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� １，６９０円 ３ 連 単 ��� ８，０５０円

票 数

単勝票数 計 ４６０６７８ 的中 � ２１９１９２（１番人気）
複勝票数 計 ７４７９１２ 的中 � ３１９８１２（１番人気）� ３９７３２（６番人気）� １２２３０２（２番人気）
枠連票数 計 ４１４１２３ 的中 （４－５） ２５５０３（５番人気）
馬連票数 計１２３０６７７ 的中 �� ５３８１７（５番人気）
馬単票数 計 ９１６７７９ 的中 �� ３３６０７（６番人気）
ワイド票数 計 ５０５２４０ 的中 �� ２１７１３（５番人気）�� ９１８６１（１番人気）�� １１６８７（１１番人気）
３連複票数 計１５９０８１９ 的中 ��� ６９７５１（４番人気）
３連単票数 計３５９３６１３ 的中 ��� ３２９６８（１９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．６―１２．４―１２．２―１２．８

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．４
３ ・（１，２）９（１０，１１）８（４，１３）（１２，１５）（３，１６）６－（５，７，１４） ４ ・（１，２）９（１０，１１）－（８，１６）４（３，１３，１５）１２，６（５，７）１４

勝馬の
紹 介

ゲンパチメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Topsider デビュー ２０１１．１０．２ 中山１１着

２００９．３．５生 牡３栗 母 ソ ヨ カ ゼ 母母 Stiff Breeze ９戦２勝 賞金 ２２，６００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 コランダム号



（２４中山４）第１日 ９月８日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

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

１８３，１１０，０００円
７，２２０，０００円
１，３１０，０００円
１６，０９０，０００円
５１，５４３，５００円
４，８４２，４００円
１，５７４，４００円

勝馬投票券売得金
３６７，５７８，１００円
６６５，２９９，３００円
３１８，３１０，１００円
１，１０６，４１４，８００円
７０４，２７７，６００円
４３４，９０３，０００円
１，４０６，６１６，９００円
２，６４３，０６０，２００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 ７，６４６，４６０，０００円

総入場人員 ２１，０５４名 （有料入場人員 １７，５４７名）


