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２５０２５ ９月１５日 晴 良 （２４中山４）第３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

６９ コンプリートゲーム 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 ５１０± ０１：５８．０ ５．８�

２２ パルトゥーラ 牝２栗 ５４ 中舘 英二加藤 誠氏 田中 剛 洞爺湖 メジロ牧場 ４３４－ ４１：５８．３１� ５１．８�
４４ タニセンダイナスト 牡２鹿 ５４ 石橋 脩染谷 幸雄氏 萱野 浩二 浦河 杵臼牧場 ４４４± ０１：５８．４クビ ３．７�
１１ タカネナデシコ 牝２芦 ５４ 柴山 雄一畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社

ラークヒルズ ４５４＋ ２１：５９．０３� ２８．４�
５７ ステラジアン 牡２黒鹿５４ 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 ４６８± ０ 〃 ハナ ３．２�
４５ アキレスバイオ 牡２芦 ５４ 江田 照男バイオ� 奥平 雅士 日高 中館牧場 ４７８－ ２１：５９．３２ １３．１�
３３ ブリリアンシー 牡２芦 ５４ 蛯名 正義青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４５０－ ８１：５９．６１� ７．５	
８１３ セイウンコダシ 牡２栗 ５４ 村田 一誠西山 茂行氏 菅原 泰夫 浦河 高昭牧場 ４４８－ ２１：５９．８１� ７７．５

８１２ ディアバイブル 牝２栗 ５４ 木幡 初広ディアレスト 牧 光二 日高 沖田牧場 B５０４± ０１：５９．９クビ ６．４�
７１１ デ ル マ ベ ム 牡２栗 ５４ 西田雄一郎浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４２４＋ ４２：００．０� １４５．５�
７１０ スナークモーション 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次杉本 豊氏 嶋田 潤 新ひだか 見上牧場 ４４４＋ ２２：０１．６１０ ８８．５
５６ ア ル コ ガ ポ 牡２栗 ５４ 武士沢友治 �MSプランニング 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 ４７０＋ ６ 〃 クビ ６５．４�
６８ ウインジョニー 牡２栗 ５４ 松岡 正海�ウイン 鹿戸 雄一 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４７６± ０２：０５．７大差 ２６．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，５６２，９００円 複勝： ２３，６９６，１００円 枠連： １１，２１３，３００円

馬連： ３９，５５６，５００円 馬単： ２８，４５８，０００円 ワイド： １７，８７６，５００円

３連複： ５１，６７５，４００円 ３連単： ８７，４４５，２００円 計： ２７４，４８３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２３０円 � １，５７０円 � １７０円 枠 連（２－６） １７，５７０円

馬 連 �� ３１，９１０円 馬 単 �� ５０，０１０円

ワ イ ド �� ６，８６０円 �� ３４０円 �� ４，０８０円

３ 連 複 ��� ２５，２３０円 ３ 連 単 ��� ２８５，５６０円

票 数

単勝票数 計 １４５６２９ 的中 � １９８７５（３番人気）
複勝票数 計 ２３６９６１ 的中 � ２９０９５（５番人気）� ２８９７（１２番人気）� ４５２７０（２番人気）
枠連票数 計 １１２１３３ 的中 （２－６） ４７１（２７番人気）
馬連票数 計 ３９５５６５ 的中 �� ９１５（４９番人気）
馬単票数 計 ２８４５８０ 的中 �� ４２０（８５番人気）
ワイド票数 計 １７８７６５ 的中 �� ５８７（５６番人気）�� １５３４４（２番人気）�� ９９５（３７番人気）
３連複票数 計 ５１６７５４ 的中 ��� １５１２（６７番人気）
３連単票数 計 ８７４４５２ 的中 ��� ２２６（５５５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．５―３７．４―５０．４―１：０３．４―１：１７．０―１：３０．６―１：４４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５４．６―３F４１．０
１
３
４（７，９，１２）３－８（１１，１０）－（５，６）２－（１，１３）・（４，１２）３（９，５）（７，１１，２，１０）１－（１３，６）＝８

２
４

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

コンプリートゲーム �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 タバスコキャット デビュー ２０１２．７．２８ 新潟７着

２０１０．３．１５生 牡２鹿 母 ト ピ ア リ ー 母母 アラビックナイト ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインジョニー号は，平成２４年１０月１５日まで平地競走に出走できない。

２５０２６ ９月１５日 晴 良 （２４中山４）第３日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時４０分 （ダート・右）

牝，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

３４ アポロモヒート 牝２栗 ５４ 大野 拓弥アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 原田牧場 ４８８－ ６１：１３．３ ２．５�

７１１ ハニーバニー 牝２鹿 ５４ 内田 博幸 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 新ひだか グランド牧場 ４８０± ０１：１３．４� ３．３�

６１０ トウカイクッキー 牝２青鹿５４ 勝浦 正樹内村 正則氏 成島 英春 浦河 松栄牧場 ４２０－ ８１：１４．６７ １５７．４�
４５ エ チ ュ ー ド 牝２青鹿５４ 田辺 裕信星野 壽市氏 保田 一隆 日高 前野牧場 ４３２＋ ６１：１４．７� １７．５�
５８ マリーズミイ 牝２鹿 ５４ 田中 博康冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４３０± ０１：１４．８クビ １６．２�
４６ ブルーフェイズ 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 IHR 武藤 善則 新冠 三村 卓也 ４６８－ ４１：１５．０１� １９．１�
８１４ チ ャ ッ ピ ー 牝２鹿 ５４ 柴田 大知小田切 光氏 黒岩 陽一 浦河 木村牧場 ４７８＋ ６１：１５．１クビ ３７．９	
７１２ ゴッドガーデン 牝２栗 ５４ 丸山 元気柴原 榮氏 根本 康広 新冠 川上 悦夫 ４１６－ ４１：１５．４２ ３９．９

３３ リネンナデシコ 牝２黒鹿５４ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 青森 石田 英機 ４０８＋１０ 〃 クビ ３０１．２�
１１ ミヤビビスカ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊村上 義勝氏 大江原 哲 浦河 金石牧場 ４３０－ ６１：１５．６１� ２４８．３�
２２ ニシノラビッシュ 牝２鹿 ５４ 丸田 恭介西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 川上牧場 ４２４－１２１：１６．２３� ６４．４
５７ スーパーアース 牝２黒鹿５４ 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 ４４６＋ ６１：１６．３� ９．９�
６９ グランパドゥシャ 牝２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一�ターフ・スポート矢野 英一 新冠 長浜牧場 ４４２－ ８１：１６．４クビ ５．８�
８１３ ポ ロ ロ ッ カ 牝２青鹿５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ラツキー牧場 ４３６－ ６１：１６．６１ ６２．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，１３０，１００円 複勝： ２６，９３０，８００円 枠連： １３，０９１，７００円

馬連： ４０，２５０，５００円 馬単： ２９，９６４，９００円 ワイド： １８，５９５，８００円

３連複： ５３，８５９，５００円 ３連単： ８８，９１９，０００円 計： ２８７，７４２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � １，３００円 枠 連（３－７） ３９０円

馬 連 �� ４５０円 馬 単 �� ７９０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ２，７４０円 �� ３，０９０円

３ 連 複 ��� ８，５７０円 ３ 連 単 ��� ２６，４９０円

票 数

単勝票数 計 １６１３０１ 的中 � ５２７３０（１番人気）
複勝票数 計 ２６９３０８ 的中 � ７７２５９（１番人気）� ５５８３４（２番人気）� ３０４８（１２番人気）
枠連票数 計 １３０９１７ 的中 （３－７） ２４９５９（１番人気）
馬連票数 計 ４０２５０５ 的中 �� ６７１９５（１番人気）
馬単票数 計 ２９９６４９ 的中 �� ２８１２０（１番人気）
ワイド票数 計 １８５９５８ 的中 �� ２５８１４（１番人気）�� １４５７（３０番人気）�� １２８５（３３番人気）
３連複票数 計 ５３８５９５ 的中 ��� ４６４１（２７番人気）
３連単票数 計 ８８９１９０ 的中 ��� ２４７８（８２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１２．０―１２．５―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３５．１―４７．６―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロモヒート �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１２．８．２５ 新潟４着

２０１０．５．１３生 牝２栗 母 アポロマーレ 母母 ナイストレビアン ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
※ハニーバニー号は，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３日



２５０２７ ９月１５日 晴 良 （２４中山４）第３日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１１時１０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：０７．８
１：０７．８

良

良

２４ ファイヤーヒース 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義�ノースヒルズ 田中 剛 新冠 株式会社
ノースヒルズ ４２８＋ ２１：０８．９ ７．０�

６１１ ラ ノ ラ ラ ク 牝２栗 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 バンダム牧場 ４６０＋ ８１：０９．３２� １．７�
５１０ コスモスターター 牝２栗 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム ４１４± ０１：０９．８３ ７．５�
８１５ アラマサアルデ 牝２黒鹿５４ 丸田 恭介�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４３８＋ ６ 〃 クビ ３８．４�
５９ イフウドウドウ 牡２栗 ５４ 三浦 皇成西村新一郎氏 天間 昭一 平取 高橋 啓 ４６２± ０１：１０．０１ ６９．７�
３６ オクタヴィア 牝２鹿 ５４ 北村 宏司岡田 牧雄氏 古賀 慎明 新ひだか 前田 宗将 ３８８＋ ２ 〃 クビ ６７．８	
３５ メ テ オ ラ 牝２鹿 ５４ 江田 照男�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４４２－１２１：１０．１クビ ５５．９

１２ ラ サ イ ニ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海加藤 信之氏 小野 次郎 新冠 ヒノデファーム ４６８－ ２１：１０．２� １７．９�
６１２ コスモキャロル 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 前川 義則 ４４４＋ ２ 〃 クビ ５０．６�
２３ カシマシャドウ 牡２黒鹿５４ 西田雄一郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４１８－ ８１：１０．３クビ ６８．４
７１３ ゴールデンソウル 牡２栗 ５４ 内田 博幸落合 幸弘氏 斎藤 誠 新ひだか 土田 扶美子 ４３０－ ８１：１０．５１� ７．７�
４７ トレッドオンエアー 牡２黒鹿５４ 二本柳 壮有限会社シルク武市 康男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０＋ ２１：１０．６� １８１．０�
４８ カシノスペル 牡２鹿 ５４

５１ ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 ４７６± ０１：１０．８１� ３５８．６�
７１４ デンコウアローズ 牝２鹿 ５４ 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 磯野牧場 ４４８＋ ６１：１１．０１� １８６．９�
８１６ エスペランサ 牡２栃栗５４ 田辺 裕信山本 武司氏 高市 圭二 宮崎 田上 勝雄 ４３６－１０ 〃 クビ １２．０�

（１５頭）
１１ ドヴァラパーラ 牡２栗 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４２２－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １９，５６４，６００円 複勝： ４２，９９７，５００円 枠連： １４，０７３，８００円

馬連： ４４，９５６，９００円 馬単： ３６，６２５，１００円 ワイド： ２１，５４７，８００円

３連複： ５６，６４６，４００円 ３連単： １０６，１３３，７００円 計： ３４２，５４５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � ２００円 枠 連（２－６） ５２０円

馬 連 �� ６９０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ８１０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，２１０円 ３ 連 単 ��� １０，５７０円

票 数

単勝票数 差引計 １９５６４６（返還計 ８９２） 的中 � ２２１４５（２番人気）
複勝票数 差引計 ４２９９７５（返還計 ２１５３） 的中 � ３５６１４（３番人気）� ２１７５６９（１番人気）� ３３７８４（４番人気）
枠連票数 差引計 １４０７３８（返還計 １５６） 的中 （２－６） ２００６８（２番人気）
馬連票数 差引計 ４４９５６９（返還計 ６４１７） 的中 �� ４８１０６（３番人気）
馬単票数 差引計 ３６６２５１（返還計 ５１５３） 的中 �� １３８６６（８番人気）
ワイド票数 差引計 ２１５４７８（返還計 ５２１４） 的中 �� ２２３２１（３番人気）�� ５５３１（７番人気）�� ２３７８２（１番人気）
３連複票数 差引計 ５６６４６４（返還計 １８０６９） 的中 ��� ３４７２１（２番人気）
３連単票数 差引計１０６１３３７（返還計 ３１０８０） 的中 ��� ７４１３（２３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．２―１１．１―１１．７―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．３―３３．４―４５．１―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイヤーヒース �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１２．８．４ 新潟２着

２０１０．２．２２生 牝２黒鹿 母 ソブストーリー 母母 シ リ ー ズ ３戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔競走除外〕 ドヴァラパーラ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。

２５０２８ ９月１５日 曇 良 （２４中山４）第３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 ４，０００，０００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

１１ マ グ メ ル 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B４６０± ０１：５６．５ ３．２�

４７ グリーンパキラ 牡３栗 ５６
５３ ▲杉原 誠人�サトー 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B５１２＋ ８１：５７．２４ ４５．１�

７１３ ウォーターフォード 牡３栗 ５６ 江田 照男�Basic 畠山 吉宏 新ひだか 服部 牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ ３．３�
４８ エンギロティタ 牡３青鹿５６ 松岡 正海藤田 孟司氏 小島 茂之 日高 モリナガファーム ４６６－ ８１：５７．５２ ２２．５�
５９ コノハチャン 牝３鹿 ５４ 中舘 英二瀬谷 �雄氏 武市 康男 日高 メイプルファーム ４１８－１０１：５７．８２ １９．０	
３６ スカイジュエル 牝３青 ５４ 丸田 恭介村木 篤氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４９８＋ ２１：５７．９� ６７．２

６１１ サトノフロンティア 牡３栗 ５６ 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 B４８６－ ２１：５８．０� ３．１�
２３ グリーンヴォルト 牡３鹿 ５６ 武士沢友治吉田 和美氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム ４４２－ ２１：５８．１クビ ７２．０�
７１４ トウカイチェッカー �３鹿 ５６ 岩部 純二内村 正則氏 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 ４４２－ ３１：５８．２� ５３．２
６１２ クリノケンカヨツ 牡３鹿 ５６ 丸山 元気栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか タイヘイ牧場 ４４６－１２１：５８．９４ １４３．０�
８１５ ア オ イ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一鈴木 照雄氏 中川 公成 新ひだか 田中 春美 ５０８＋ ６ 〃 クビ ２０６．１�
２４ ナウンステージ 牡３黒鹿５６ 津村 明秀佐藤 守宏氏 松山 康久 新冠 芳住 革二 ４８８＋ ４ 〃 ハナ ２１．８�
５１０ ペガサスバイオ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信バイオ� 松山 将樹 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：５９．８５ ５１．８�
８１６ ハクサンストーン 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥河� 五市氏 石毛 善彦 日高 下河辺牧場 ４６４＋ ２２：００．１１� ３７７．４�
１２ ワンマンライブ 牡３黒鹿５６ 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 様似 小田 誠一 ４６０－ ４２：００．３１	 ２３８．８�
３５ 
 コスモヒール 牡３芦 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 豪 Makybe Rac-

ing & Breeding ４８０－１２２：００．５� １４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６３３，５００円 複勝： ３３，４６１，６００円 枠連： １３，８７１，９００円

馬連： ４８，７２６，７００円 馬単： ３６，７２０，０００円 ワイド： ２２，９０６，６００円

３連複： ６３，６４３，４００円 ３連単： １１３，８４４，６００円 計： ３５２，８０８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １６０円 � ５６０円 � １４０円 枠 連（１－４） ２，０１０円

馬 連 �� ５，９９０円 馬 単 �� ８，７９０円

ワ イ ド �� １，４５０円 �� ２７０円 �� １，６００円

３ 連 複 ��� ４，２３０円 ３ 連 単 ��� ２３，５７０円

票 数

単勝票数 計 １９６３３５ 的中 � ４９０２５（２番人気）
複勝票数 計 ３３４６１６ 的中 � ５９５１２（３番人気）� １０４７９（８番人気）� ８２２１３（２番人気）
枠連票数 計 １３８７１９ 的中 （１－４） ５１１１（１０番人気）
馬連票数 計 ４８７２６７ 的中 �� ６０１１（１９番人気）
馬単票数 計 ３６７２００ 的中 �� ３０８６（３０番人気）
ワイド票数 計 ２２９０６６ 的中 �� ３５２８（１７番人気）�� ２５４３５（３番人気）�� ３１８４（２０番人気）
３連複票数 計 ６３６４３４ 的中 ��� １１１１１（１５番人気）
３連単票数 計１１３８４４６ 的中 ��� ３５６５（７４番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．０―１３．６―１３．３―１２．５―１２．４―１２．８―１３．４―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．８―３８．４―５１．７―１：０４．２―１：１６．６―１：２９．４―１：４２．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ グ メ ル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Montjeu デビュー ２０１１．１２．１８ 中山３着

２００９．１．１８生 牡３鹿 母 ニライカナイ 母母 Tamariyya １１戦１勝 賞金 １１，５７０，０００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） １頭 ビットアレグロ号
（非抽選馬） ２頭 シアンナ号・ミスリンディ号



２５０２９ ９月１５日 曇 良 （２４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

６１１ マンボネフュー 牡２青 ５４ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６ ―１：３７．３ １．５�

５１０ コスモサンチャン 牝２鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム ４１６ ―１：３７．７２� ２１．２�
４７ ロードレグルス 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム ４９２ ―１：３７．８� ７．８�
１１ ド リ ュ ア ス 牝２青鹿５４ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４２２ ―１：３７．９� ４２．１�
２４ ティアップワンダー 牡２黒鹿５４ 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４４２ ―１：３８．０� ８．４�
４８ ウインギャラント 牡２鹿 ５４ 吉田 豊�ウイン 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 ４５２ ―１：３８．２１� １９０．１	
６１２ レ デ ィ ノ ボ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 日高 日高大洋牧場 ４６６ ―１：３８．５１� １８．１

２３ クリノローツェ 牝２黒鹿５４ 江田 照男栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 平山牧場 ４７８ ―１：３８．８１� ７２．６�
７１４ ビッグダージリン 牝２鹿 ５４ 石橋 脩関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 ４６８ ―１：３８．９� ３２．４�
３６ ヒカルハピネス 牡２栗 ５４ 横山 典弘�橋 京子氏 栗田 博憲 新冠 ハシモトフアーム ４７８ ―１：３９．０� １４．７
５９ マイネルテゾーロ 牡２栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 佐竹 学 ４６２ ―１：３９．２１� １５３．２�
８１６ テンジンキヨモリ 牡２青鹿５４ 木幡 初広�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４６２ ― 〃 クビ ７１．８�
７１３ ナデシコウーマン 牝２青鹿５４ 田辺 裕信阿部 紀子氏 斎藤 誠 新冠 森 牧場 ４３８ ―１：３９．３� ３７．０�
３５ ロゼディール 牡２黒鹿５４ 黛 弘人�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４８４ ― 〃 アタマ １８１．０�
８１５ ボールドタイド 牡２鹿 ５４ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 むかわ 市川牧場 ３９２ ―１：３９．５１� ４０５．５�
１２ マイネルイロンデル 牡２黒鹿５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 オリエント牧場 ４７８ ―１：４０．２４ １４６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，９２８，３００円 複勝： ５９，７３３，８００円 枠連： １４，６８３，５００円

馬連： ４５，９０５，４００円 馬単： ３９，８２３，３００円 ワイド： ２２，００１，９００円

３連複： ５６，３９１，２００円 ３連単： １１５，７５５，２００円 計： ３７８，２２２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ３２０円 � ２００円 枠 連（５－６） ９００円

馬 連 �� １，０００円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ２７０円 �� １，５１０円

３ 連 複 ��� ２，３５０円 ３ 連 単 ��� ８，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２３９２８３ 的中 � １３４４１５（１番人気）
複勝票数 計 ５９７３３８ 的中 � ３９５７５４（１番人気）� １８８５３（６番人気）� ３６９９６（３番人気）
枠連票数 計 １４６８３５ 的中 （５－６） １２１１９（５番人気）
馬連票数 計 ４５９０５４ 的中 �� ３４１０３（４番人気）
馬単票数 計 ３９８２３３ 的中 �� ２３８１３（５番人気）
ワイド票数 計 ２２００１９ 的中 �� １２３８１（４番人気）�� ２２９１１（２番人気）�� ３１１５（１６番人気）
３連複票数 計 ５６３９１２ 的中 ��� １７７７４（５番人気）
３連単票数 計１１５７５５２ 的中 ��� １０３６４（１７番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．３―１２．７―１２．７―１２．５―１１．７―１１．１―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２５．３―３８．０―５０．７―１：０３．２―１：１４．９―１：２６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．１

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マンボネフュー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 Storm Cat 初出走

２０１０．４．４生 牡２青 母 セカンドハピネス 母母 Miesque 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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 セクシイサウンド号・レオハイタッチ号

２５０３０ ９月１５日 曇 良 （２４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００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 ジツリキフォーティ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 ４８８＋ ４１：１２．５ １３．３�

７１４ イナズマソリオ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人小泉 賢悟氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒノデファーム ４６２＋ ６ 〃 クビ ２３．４�
１２ アファーブル 牝３栗 ５４ 柴田 善臣飯田 政子氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４６６－ ４１：１２．６クビ ８．３�
６１１ アグネスシルフィ 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人渡辺 孝男氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：１２．７� ８８．１�
５１０ コスモソウタ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 ４６４－ ６ 〃 クビ ４．３�
８１６ シャドウフェアリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 ４４６－ ８１：１２．８� １２．７�
６１２ ドリームパイソン 牡３栗 ５６ 柴山 雄一セゾンレースホース	 高橋 祥泰 平取 協栄組合 ４５４－１０１：１３．３３ ２７７．７

２３ エバーシャン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝青柳征八郎氏 田村 康仁 新ひだか 由利 徳之 ４３４－ ２１：１３．５１ １．９�
４７ アズマガール 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 ４１４＋ ２１：１３．７１� ２４．７�
５９ ダノンステラ 牝３青鹿５４ 蛯名 正義	ダノックス 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０＋ ２１：１３．８� ４７．２
３６ ハイアットリーフ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩広尾レース	 鹿戸 雄一 大樹 大樹ファーム ５０６＋ ４１：１４．０１ １６．０�
２４ ソミュールロゼ 牝３栗 ５４ 柴田 大知岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４２８－ ２ 〃 クビ ４８．１�
１１ エ マ イ ユ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 ４６２－ ６１：１４．９５ １４７．８�
４８ ウインカノン 牝３青鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠	ウイン 高橋 祥泰 新冠 川島牧場 ４５４＋ ６１：１６．２８ ５４２．０�
７１３ ビッグジャーニー 牝３鹿 ５４ 横山 典弘�ビッグ 石栗 龍彦 むかわ 桑原牧場 ４７４± ０１：１６．７３ １７５．２�
８１５ コンタクトアゲン 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次浅川 皓司氏 加藤 和宏 新ひだか 落合 一巳 ４２０＋ ２ 〃 ハナ ３６１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，３８８，５００円 複勝： ３９，２４５，９００円 枠連： １５，１３８，９００円

馬連： ５１，１３３，７００円 馬単： ３９，５８１，２００円 ワイド： ２４，９３２，９００円

３連複： ７０，３４７，４００円 ３連単： １２６，４８６，３００円 計： ３８８，２５４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３３０円 複 勝 � ５２０円 � ５６０円 � ２５０円 枠 連（３－７） ４，５８０円

馬 連 �� １４，０５０円 馬 単 �� ２８，８４０円

ワ イ ド �� ３，７６０円 �� １，９５０円 �� １，９２０円

３ 連 複 ��� ４２，３５０円 ３ 連 単 ��� ２５５，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２１３８８５ 的中 � １２７２４（５番人気）
複勝票数 計 ３９２４５９ 的中 � １８５１２（６番人気）� １７２３１（７番人気）� ４８１２８（３番人気）
枠連票数 計 １５１３８９ 的中 （３－７） ２４４２（１４番人気）
馬連票数 計 ５１１３３７ 的中 �� ２６８７（３１番人気）
馬単票数 計 ３９５８１２ 的中 �� １０１３（６１番人気）
ワイド票数 計 ２４９３２９ 的中 �� １６１３（３３番人気）�� ３１７７（１９番人気）�� ３２３０（１８番人気）
３連複票数 計 ７０３４７４ 的中 ��� １２２６（９０番人気）
３連単票数 計１２６４８６３ 的中 ��� ３６５（４８６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．６―１２．１―１２．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．４―４６．５―５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．７―３F３８．１
３ ・（３，６，１６）（２，５）１０，４，１４（７，９）－（１１，１２）－１３，１＝８－１５ ４ ・（３，６，１６）（２，５）－１０（４，１４）－（７，９）－（１１，１２）－（１，１３）＝８＝１５

勝馬の
紹 介

ジツリキフォーティ �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１２．８．１１ 新潟１０着

２００９．５．７生 牡３黒鹿 母 エ リ ダ ヌ ス 母母 プリティーウーマン ２戦１勝 賞金 ４，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビッグジャーニー号・コンタクトアゲン号は，平成２４年１０月１５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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 ヴィアフェラータ号・ウインエポナ号・エリモブリーズ号・スイートネモフィラ号・タカオキセキ号・

フェイスバリュー号
（非抽選馬） ２頭 アンタイトルド号・シベリアンスパーブ号



２５０３１ ９月１５日 曇 良 （２４中山４）第３日 第７競走 ��２，４００�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 ７，２００，０００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

２：２８．８
２：２８．６

重

不良

６１１ イルポスティーノ 牡３栗 ５４ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B５１２＋１０２：３７．７ ４．１�

４６ モ ネ ロ 牡３鹿 ５４ 武士沢友治上野 直樹氏 保田 一隆 日高 浦新 徳司 B４５６－ ４２：３７．９１� ６．１�
７１２ ヤマニンミミック 牝４黒鹿５５ 横山 典弘土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４８０－ ４２：３８．１１ ９．７�
４７ トーセンセカイオー 牡３鹿 ５４ 中舘 英二島川 �哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 ４７０－１８２：３８．３１� ６．４�
５９ アカシローレル 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４５４＋ ２２：３８．５１ ４３．９�
２２ � ゲ バ ラ 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 ４６８－１４ 〃 アタマ ６６．４

１１ マイネルティンラン 牡４栗 ５７ 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ４５８－ ４ 〃 クビ ５０．２�
５８ シベリアンファクト 牡５栗 ５７ 田中 勝春藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４８２＋ ４ 〃 ハナ ６．１�
７１３ ジャストザシーズン 牡５鹿 ５７ 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 ４８０± ０２：３８．７１� ２１．７
３４ ヴ ェ イ ロ ン 牡４栗 ５７ 三浦 皇成前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４± ０２：３８．９１� ７．３�
２３ ゴールドヘクター 牡３黒鹿５４ 吉田 豊	ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム ５０４－ ４２：３９．０� １０．２�
８１５ パーフェクトダイヤ 牡３青鹿５４ 村田 一誠青山 洋一氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 ４７６－ ４２：３９．２１ ４２．９�
３５ セイウンブラボー 牡３鹿 ５４ 丸田 恭介西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 村上牧場 ４８６－１２ 〃 アタマ ６３．６�
８１４ セイファート 牡３鹿 ５４ 大野 拓弥 �サンデーレーシング 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４７８＋１６２：４１．６大差 ３３．２�
６１０ ラ グ ナ ロ ク �６黒鹿５７ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B４８６＋１２２：４１．７クビ ５１．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，３４２，９００円 複勝： ３７，５９８，０００円 枠連： １９，５３８，７００円

馬連： ６２，８６３，２００円 馬単： ３６，５５１，２００円 ワイド： ２７，７９２，９００円

３連複： ８０，７３３，２００円 ３連単： １２６，１５７，６００円 計： ４１２，５７７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １９０円 � ２３０円 � ３１０円 枠 連（４－６） ６９０円

馬 連 �� １，８１０円 馬 単 �� ３，５００円

ワ イ ド �� ８２０円 �� １，０００円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ５，１８０円 ３ 連 単 ��� ２４，９００円

票 数

単勝票数 計 ２１３４２９ 的中 � ４１４８３（１番人気）
複勝票数 計 ３７５９８０ 的中 � ６１４３２（１番人気）� ４２８４０（４番人気）� ２８４７５（６番人気）
枠連票数 計 １９５３８７ 的中 （４－６） ２１０１０（１番人気）
馬連票数 計 ６２８６３２ 的中 �� ２５７０９（５番人気）
馬単票数 計 ３６５５１２ 的中 �� ７７２１（９番人気）
ワイド票数 計 ２７７９２９ 的中 �� ８５４８（７番人気）�� ６８５０（１１番人気）�� ６６１２（１３番人気）
３連複票数 計 ８０７３３２ 的中 ��� １１５０８（１５番人気）
３連単票数 計１２６１５７６ 的中 ��� ３７４０（５０番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．３―１２．９―１３．２―１３．７―１４．０―１４．０―１３．６―１２．４―１２．５―１２．７―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．０―２５．３―３８．２―５１．４―１：０５．１―１：１９．１―１：３３．１―１：４６．７―１：５９．１―２：１１．６―２：２４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５１．０―３F３８．６
１
�
１１，７，１４（２，３）１２，１０（１，５）１５（８，９）（４，１３）－６・（１１，７，９）－（２，３，１３）１２，１４（８，１０，１５）（１，５）（４，６）

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

勝馬の
紹 介

イルポスティーノ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．９．１１ 中山１０着

２００９．５．２生 牡３栗 母 チアズメッセージ 母母 チアズダンサー ８戦２勝 賞金 １５，０００，０００円

２５０３２ ９月１５日 曇 良 （２４中山４）第３日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００分 （芝・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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

１：５８．２
１：５６．１

良

良

２２ コスモバルバラ 牝３黒鹿５２ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム ４３４＋ ２１：５９．６ ５．８�

５５ コスモバタフライ 牝４黒鹿５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 ４７０± ０１：５９．７� ３．９�
８１１ シャンボールフィズ 牝３鹿 ５２ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４１６－ ２１：５９．９１� ２．６�
６７ タマモスキップ 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲嶋田 純次タマモ� 水野 貴広 新ひだか 前田牧場 ４４０－ ８ 〃 クビ １３．８�
７１０ チェルカトローバ 牝５鹿 ５５ 吉田 豊近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４４４－ ４２：００．０� １８９．３�
４４ フローリストライフ 牝５鹿 ５５ 黛 弘人難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４８± ０２：００．１� ３９．９	
６８ キョウエイマイン 牝３鹿 ５２ 柴田 善臣田中 晴夫氏 石毛 善彦 新冠 小泉牧場 ４１６－ ２ 〃 クビ ４０．９

１１ ダ ー リ ブ 牝４栗 ５５ 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４５６＋ ２２：００．２クビ １７．３�
３３ ツインエンジェルズ 牝４青 ５５ 大野 拓弥吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム ４４８＋１０２：００．３� ４．５�
７９ � マライアレジーナ 牝３鹿 ５２ 村田 一誠北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４４８＋ ６２：００．９３� ４７２．２
５６ スカルラット 牝３栃栗５２ 江田 照男�日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム ４８８＋ ２２：０２．０７ ４８．９�
８１２ グロリアスフラワー 牝５鹿 ５５ 田中 勝春 �グリーンファーム 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４３８＋１０２：０２．７４ １４５．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２４，８０５，９００円 複勝： ４１，１３５，９００円 枠連： １４，９４２，６００円

馬連： ６８，７６１，３００円 馬単： ４６，４６６，３００円 ワイド： ２７，８６４，１００円

３連複： ７４，９４５，８００円 ３連単： １５３，３２３，１００円 計： ４５２，２４５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（２－５） １，４４０円

馬 連 �� １，４２０円 馬 単 �� ３，６４０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ３９０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，１８０円 ３ 連 単 ��� １１，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２４８０５９ 的中 � ３４２７５（４番人気）
複勝票数 計 ４１１３５９ 的中 � ４９２４４（４番人気）� ７９５６２（３番人気）� １０１８７０（１番人気）
枠連票数 計 １４９４２６ 的中 （２－５） ７６７１（６番人気）
馬連票数 計 ６８７６１３ 的中 �� ３５９２０（５番人気）
馬単票数 計 ４６４６６３ 的中 �� ９４２７（１４番人気）
ワイド票数 計 ２７８６４１ 的中 �� １４１８８（５番人気）�� １６８５８（４番人気）�� ３２１７４（１番人気）
３連複票数 計 ７４９４５８ 的中 ��� ４７１０７（２番人気）
３連単票数 計１５３３２３１ 的中 ��� ９８１９（３３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．６―１２．１―１２．５―１２．３―１２．０―１１．４―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．８―３６．４―４８．５―１：０１．０―１：１３．３―１：２５．３―１：３６．７―１：４８．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモバルバラ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Linamix デビュー ２０１１．１０．８ 東京１１着

２００９．３．２８生 牝３黒鹿 母 マ ン バ ラ 母母 Do the Mambo １２戦２勝 賞金 １５，９５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



２５０３３ ９月１５日 晴 良 （２４中山４）第３日 第９競走 ��
��１，６００�

い ぬ ぼ う さ き

犬 吠 埼 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３０．７
１：３０．７

良

良

１２ � ダークマレイン 牝３鹿 ５３ 吉田 隼人門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-
ter Farm ４４８＋ ６１：３２．２ １１．０�

３６ マイネルスパイス 牡３鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 長浜 忠 ４１８－ ４１：３２．５２ ３．８�

７１４ ル ナ 牡３芦 ５５ 武士沢友治山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド ４６０＋ ４ 〃 アタマ ７０．４�
４７ � ヒカルハヤブサ 牡３黒鹿５５ 大野 拓弥�橋 京子氏 高市 圭二 登別 登別上水牧場 B４７６－ ６１：３２．６クビ ２１．０�
２３ ユ ウ セ ン 牡４青鹿５７ 津村 明秀本田 恒雄氏 尾関 知人 新ひだか 村岡 農夫 ４７６＋ ４ 〃 ハナ ４３．１�
５１０ トーセンオーラ 牝３鹿 ５３ 北村 宏司島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド ４３４－ ４１：３２．７	 ６．９	
５９ コ リ ー ヌ 牝３鹿 ５３ 吉田 豊�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２８＋１０１：３２．９１	 ９．０

３５ バトルシュリイマン 牡５鹿 ５７ 的場 勇人宮川 秋信氏 的場 均 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４６８± ０ 〃 ハナ ２５．０�
８１６ ラ パ ー ジ ュ 牝３青鹿５３ 内田 博幸 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム ４６２＋ ４１：３３．０
 ３．５�
６１２ カルテブランシェ 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介大塚亮一� 高橋 裕 浦河 杵臼牧場 ４７６＋ ８１：３３．７４ １７８．９
４８ クィンビークイーン 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 ４６６＋２０１：３４．１２	 ９９．１�
７１３ コスモパルダ 牡３青鹿５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム ４７４－ ６１：３４．２	 ３４．１�
２４ � ダノンアンチョ 牡５芦 ５７ 三浦 皇成�ダノックス 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム ５３２± ０１：３４．４１� ４４．０�
６１１ ニシノユメマクラ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 ４７２± ０ 〃 アタマ ２１５．６�
１１ タンゴグラチア 牝３鹿 ５３ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４８＋１４１：３４．５	 ９．５�
８１５ オーバーザムーン 牝３鹿 ５３ 村田 一誠�日進牧場 矢野 照正 浦河 成隆牧場 ４５８＋ ２１：３６．８大差 １６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，７５３，１００円 複勝： ５７，９４８，７００円 枠連： ３２，６５０，６００円

馬連： １０６，８７２，８００円 馬単： ６０，１０２，８００円 ワイド： ４０，１１５，９００円

３連複： １３３，３６４，０００円 ３連単： ２２３，６０５，７００円 計： ６８６，４１３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ３４０円 � １６０円 � １，６７０円 枠 連（１－３） ９３０円

馬 連 �� ２，１８０円 馬 単 �� ６，０８０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� １０，１３０円 �� ５，６６０円

３ 連 複 ��� ５７，４３０円 ３ 連 単 ��� ３２４，８５０円

票 数

単勝票数 計 ３１７５３１ 的中 � ２２８０４（６番人気）
複勝票数 計 ５７９４８７ 的中 � ４１６１７（５番人気）� １２８６２９（２番人気）� ６８１１（１４番人気）
枠連票数 計 ３２６５０６ 的中 （１－３） ２５９９０（５番人気）
馬連票数 計１０６８７２８ 的中 �� ３６２５８（８番人気）
馬単票数 計 ６０１０２８ 的中 �� ７３０１（２４番人気）
ワイド票数 計 ４０１１５９ 的中 �� １３０４０（６番人気）�� ９４３（７６番人気）�� １７００（５７番人気）
３連複票数 計１３３３６４０ 的中 ��� １７１４（１５４番人気）
３連単票数 計２２３６０５７ 的中 ��� ５０８（８５１番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．０―１１．２―１１．６―１１．５―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３４．２―４５．４―５７．０―１：０８．５―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―３F３５．２

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

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

�ダークマレイン �
�
父 Sabmykaa �

�
母父 Woodman デビュー ２０１１．１０．１６ 東京８着

２００９．３．２０生 牝３鹿 母 Star Mullein 母母 Devil’s Needle ８戦２勝 賞金 １６，３９９，０００円
〔制裁〕 マイネルスパイス号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーバーザムーン号は，平成２４年１０月１５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 アズマスターフィー号・クイーンアルタミラ号・マウントビスティー号・ミヤコライジング号

２５０３４ ９月１５日 晴 良 （２４中山４）第３日 第１０競走 ��
��１，２００�

う ら や す

浦 安 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５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

１１ カフェシュプリーム 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５０６＋ ４１：１１．３ ２．８�

７１３� インディーズゲーム 牡４鹿 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.
Seltzer Trust ４７０－１０１：１２．１５ １．９�

６１１ ウィルパワー 牝５鹿 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４５８± ０１：１２．２� １２．４�
４８ ケイアイクライム 牡５黒鹿５７ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 鈴木 康弘 新ひだか 佐竹 学 ５０６－ ８ 〃 クビ ２５．９�
６１２�	 アグネスレイザー 牡７鹿 ５７ 北村 宏司渡辺 孝男氏 森 秀行 米 R. D. Hubbard &

Dr. E. C. Allred ４９２＋ ８１：１２．３� １９２．８�
１２ ワンモアジョー 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４８０＋ ２１：１２．５１ ２４．０	
３５ � サトノデートナ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 米

Barbara Nel-
son & Richard
Lugovich Jr.

４８４＋ ８ 〃 アタマ １４．３

２３ キンシザイル 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 ４７８－ ２１：１２．７１� ４１．６�
３６ 	 ギ ガ ワ ッ ト 牡５黒鹿５７ 丸山 元気�木村牧場 高橋 裕 日高 木村牧場 ５２４± ０１：１２．８
 １５２．６�
８１６ ディアマンボウ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹�樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 斉藤英牧場 ５００＋ ６１：１２．９
 ７６．７
５９ エ キ ナ シ ア 牝４鹿 ５５ 嘉藤 貴行�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 ４９４－ ２１：１３．０クビ ４８．４�
７１４ カツノセカンド 牡５鹿 ５７ 的場 勇人勝野 �治氏 伊藤 伸一 日高 下河辺牧場 ４７６＋ ４ 〃 クビ ５０３．５�
２４ ユメノキズナ 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：１３．１� ６６．４�
８１５ ド ナ リ サ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４７６± ０１：１３．３１ １４９．６�
５１０� クレムリンエッグ 牡７栗 ５７ 木幡 初広�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell

Farm B４７０－ ８１：１３．６２ ２６９．５�
４７ ロックドクトリン 牝４黒鹿５５ 津村 明秀山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４６４－ ６１：１３．７クビ ２１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，２５５，７００円 複勝： ７０，６４０，１００円 枠連： ３６，３８５，３００円

馬連： １４０，８７０，０００円 馬単： ９５，０７５，８００円 ワイド： ５０，８３３，３００円

３連複： １６１，４７１，３００円 ３連単： ３４０，４６０，０００円 計： ９３８，９９１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ２７０円 枠 連（１－７） ２３０円

馬 連 �� ２５０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド �� １５０円 �� ５９０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 ��� ４，６００円

票 数

単勝票数 計 ４３２５５７ 的中 � １２２５７５（２番人気）
複勝票数 計 ７０６４０１ 的中 � １５８４６３（２番人気）� ２７４８０６（１番人気）� ３７０９９（４番人気）
枠連票数 計 ３６３８５３ 的中 （１－７） １１８８７０（１番人気）
馬連票数 計１４０８７００ 的中 �� ４１６８０７（１番人気）
馬単票数 計 ９５０７５８ 的中 �� １０８２８９（２番人気）
ワイド票数 計 ５０８３３３ 的中 �� １１６４３４（１番人気）�� １７０６２（７番人気）�� ２３６７５（３番人気）
３連複票数 計１６１４７１３ 的中 ��� １１３３８４（２番人気）
３連単票数 計３４０４６００ 的中 ��� ５４７１５（８番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．９―１２．０―１２．５―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．８―３４．８―４７．３―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフェシュプリーム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Stravinsky デビュー ２０１１．９．１８ 中山１着

２００９．３．３生 牡３鹿 母 カフェララルー 母母 Careless Kitten ８戦３勝 賞金 ３８，９７１，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 アヌエヌエ号・ウッドシップ号・タニセンジャッキー号・ダノンフリーデン号・マドモアゼルノン号・

ワールドエンド号



２５０３５ ９月１５日 晴 良 （２４中山４）第３日 第１１競走 ��
��２，０００�レインボーステークス

発走１５時４５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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

１：５８．２
１：５６．１

良

良

２３ マルカボルト 牡５黒鹿５７ 内田 博幸河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 ４８２－ ４１：５８．３ ３．８�

３５ ケニアブラック 牡６鹿 ５７ 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 日高 佐々木牧場 ４６０－ ６ 〃 ハナ ９．２�
２２ � アロマンシェス 牡８鹿 ５７ 柴山 雄一伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４６８－ ２１：５８．６２ １４１．９�
４６ マイネルグート 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ５１２＋ ４ 〃 アタマ ４９．４�
６１０� アサティスボーイ 牡８鹿 ５７ 江田 照男廣松 金次氏 古賀 慎明 新冠 八木サニー

ファーム ４５０± ０１：５８．９１� ４９．９�
５９ ラフォルジュルネ 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ６ 〃 クビ ５．５	
６１１ ビンテージチャート 牡６栗 ５７ 蛯名 正義 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５２８－ ８１：５９．０	 ６．４

７１２ エスピナアスール 牝５黒鹿５５ 田辺 裕信青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 ４７８＋１８１：５９．２１
 ２６．２�
３４ プティプランセス 牝６鹿 ５５ 武士沢友治中山 芳樹氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 ４７８± ０ 〃 アタマ １６．９�
８１５ マコトギャラクシー 牡５栃栗５７ 吉田 豊尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４７０＋ ２１：５９．４１ ４．５
１１ ユキノハリケーン 牡８鹿 ５７ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４９６＋ ４１：５９．６１
 ５１．３�
７１３ マイネルギブソン 牡４鹿 ５７ 柴田 大知 �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 ４４８± ０１：５９．９１� ６３．７�
５８ � メイショウサミット 牡６鹿 ５７ 中舘 英二松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 ５３０－ ２ 〃 アタマ ３３．８�
４７ バイタルスタイル 牝５栗 ５５ 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４６２＋ ６２：００．２１� ８７．５�
８１４ ヤマニンエルブ 牡５栗 ５７ 嘉藤 貴行土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 B４６６－ ４２：００．８３	 ９．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５４，５６３，８００円 複勝： ８０，９９８，１００円 枠連： ６４，５７９，９００円

馬連： ２５５，８８４，６００円 馬単： １３８，３５１，３００円 ワイド： ８０，９０９，９００円

３連複： ３３０，２０５，５００円 ３連単： ６０５，０８５，０００円 計： １，６１０，５７８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １８０円 � ３１０円 � １，５８０円 枠 連（２－３） １，２４０円

馬 連 �� １，９００円 馬 単 �� ３，３２０円

ワ イ ド �� ８４０円 �� ４，５５０円 �� ６，７１０円

３ 連 複 ��� ４６，８１０円 ３ 連 単 ��� ２１２，３５０円

票 数

単勝票数 計 ５４５６３８ 的中 � １１５４８１（１番人気）
複勝票数 計 ８０９９８１ 的中 � １４８１５６（１番人気）� ６７８７０（５番人気）� １０４６３（１４番人気）
枠連票数 計 ６４５７９９ 的中 （２－３） ３８４７２（６番人気）
馬連票数 計２５５８８４６ 的中 �� ９９６０２（８番人気）
馬単票数 計１３８３５１３ 的中 �� ３０７９４（１３番人気）
ワイド票数 計 ８０９０９９ 的中 �� ２５２１７（７番人気）�� ４２７４（５３番人気）�� ２８８０（６８番人気）
３連複票数 計３３０２０５５ 的中 ��� ５２０６（１３５番人気）
３連単票数 計６０５０８５０ 的中 ��� ２１０３（６０５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．３―１１．３―１２．２―１２．３―１２．３―１２．１―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２２．８―３４．１―４５．４―５７．６―１：０９．９―１：２２．２―１：３４．３―１：４６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．１
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マルカボルト �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．１１．１５ 京都３着

２００７．２．１９生 牡５黒鹿 母 ラ パ シ オ ン 母母 アヤテンリユウ ２０戦５勝 賞金 ９４，８３５，０００円
〔制裁〕 マイネルグート号の騎手松岡正海は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（１２番・８番への進路影

響）

２５０３６ ９月１５日 晴 良 （２４中山４）第３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

１２ アルベルティ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０２－ ８１：１１．６ ５．５�

７１４ リックムファサ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 ４７０－ ６１：１２．１３ ２．４�
４８ アンジュヴォレ 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４５８－ ２１：１２．３１� １９．１�
２４ アユミチャン 牝４芦 ５５ 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 友田牧場 ４４８－ ６１：１３．１５ ７０．１�
３５ ビッグサンダー 牡５栗 ５７ 丸山 元気�Basic 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 ４９８± ０ 〃 アタマ ５３．８�
３６ マンボマンボ 牡３鹿 ５５ 黛 弘人久保 敏文氏 大江原 哲 新ひだか 及川 幸夫 B４６６－ ４１：１３．２� ３０６．７�
１１ � サ ト シ ッ ク 牡５鹿 ５７ 中谷 雄太小林 照弘氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ５０８－１２ 〃 ハナ ２９３．２	
６１１ ダンシングロイヤル 牝４鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次藤田 浩氏 大竹 正博 新冠 ロイヤルファー
ム新冠支場 ４７２－ ８１：１３．４１ ２．８


５９ アプローチミー 牡５黒鹿５７ 内田 博幸吉澤 克己氏 相沢 郁 浦河 駿河牧場 ４７４－ ２１：１３．７２ １１．３�
５１０� バージンロード 牝３鹿 ５３ 江田 照男泉 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 坂本牧場 B４５２－ ２１：１４．０１� １７７．１�
２３ ニシノカーリー 牝４鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４２６± ０１：１４．３１� １０５．１
８１５ ブルーピアス 牝３栗 ５３

５０ ▲西村 太一田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 ４４６＋ ２ 〃 アタマ ４９．７�
６１２ サ ル ゴ ン 牡３鹿 ５５ 吉田 豊�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６－ ６１：１４．７２� １５．２�
７１３� ライブリユラナス 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一加藤 哲郎氏 根本 康広 新ひだか 谷口育成牧場 ５１０－ ６１：１４．８� ４４５．０�
４７ グリーンファイヤー 牝４鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人西村 專次氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 ４８４＋ ４１：１４．９� １０２．０�
８１６� エステーファイター 牡４芦 ５７ 大野 拓弥齋藤 宏明氏 萱野 浩二 むかわ 市川牧場 ４６４－１０１：１５．０� ２５２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，６９１，５００円 複勝： ５８，４４０，３００円 枠連： ３１，８６８，７００円

馬連： １１４，２０９，８００円 馬単： ８３，５９８，８００円 ワイド： ４８，５６２，１００円

３連複： １５０，３５３，１００円 ３連単： ３３７，４６４，２００円 計： ８６４，１８８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � ３３０円 枠 連（１－７） ７００円

馬 連 �� ７１０円 馬 単 �� １，９１０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� １，１１０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ２，８８０円 ３ 連 単 ��� １６，６９０円

票 数

単勝票数 計 ３９６９１５ 的中 � ５７６７９（３番人気）
複勝票数 計 ５８４４０３ 的中 � ８０６４８（３番人気）� １９７５１９（１番人気）� ３０６２２（６番人気）
枠連票数 計 ３１８６８７ 的中 （１－７） ３３７２１（２番人気）
馬連票数 計１１４２０９８ 的中 �� １１９５７６（２番人気）
馬単票数 計 ８３５９８８ 的中 �� ３２４１７（５番人気）
ワイド票数 計 ４８５６２１ 的中 �� ５０５０７（２番人気）�� ９８１７（１２番人気）�� １５４９４（７番人気）
３連複票数 計１５０３５３１ 的中 ��� ３８６１４（７番人気）
３連単票数 計３３７４６４２ 的中 ��� １４９２４（４１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．４―１２．２―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．３―４６．５―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルベルティ �
�
父 Medicean �

�
母父 Danzig デビュー ２０１１．１．８ 中山２着

２００８．５．１６生 牡４鹿 母 シアーリーズン 母母 Hiaam １９戦２勝 賞金 ３２，２２０，０００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） １頭 コウヨウゼウス号
（非抽選馬） ４頭 アードバーク号・デイブレイク号・ニコニコマーク号・レッツゴーマークン号



（２４中山４）第３日 ９月１５日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８０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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１７５，８８０，０００円
２，０８０，０００円
８，５１０，０００円
１，５７０，０００円
１５，４６０，０００円
５６，５０４，０００円
４，６８０，０００円
１，７２８，０００円

勝馬投票券売得金
３３０，６２０，８００円
５７２，８２６，８００円
２８２，０３８，９００円
１，０１９，９９１，４００円
６７１，３１８，７００円
４０３，９３９，７００円
１，２８３，６３６，２００円
２，４２４，６７９，６００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 ６，９８９，０５２，１００円

総入場人員 １８，３７５名 （有料入場人員 １６，３９９名）


