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２５０３７ ９月１６日 曇 良 （２４中山４）第４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

５８ クリスクリングル 牡２鹿 ５４
５１ ▲杉原 誠人井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 ４９６＋ ２１：１３．４ ６．０�

６９ ジョージジョージ 牡２栗 ５４ 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 ４３４＋ ６１：１３．６１� １３．３�
３４ ジェファーソン 牡２鹿 ５４ 勝浦 正樹�橋 文枝氏 水野 貴広 浦河 日田牧場 ４６０－１０１：１３．７� ２２２．０�
７１２ ト ド ロ ッ ク 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣山岸 桂市氏 奥平 雅士 新冠 川島牧場 ４７０＋ ６１：１３．９１� ２．８�
４６ アルマベルヴァ 牡２鹿 ５４ 吉田 隼人コウトミックレーシング 矢野 英一 新冠 赤石 久夫 ４９０＋ ４１：１４．１１ ８．４�
７１１ イーグルカッター 牡２黒鹿５４ 北村 宏司杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 中村 和夫 ４６８＋ ２１：１４．２� ６．４�
３３ ヒーローゴールド 牡２鹿 ５４ 嘉藤 貴行井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 三石橋本牧場 ４６４－ ６１：１４．３� ３２．７�
４５ マクガフィン 牡２鹿 ５４ 柴山 雄一山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 藤本牧場 ４３４－ ２ 〃 アタマ １３６．１	
８１４	 シ ア ー ジ ュ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義前田 幸治氏 和田 正道 米 Foxborough

Farm et. al. ４３４－ ６１：１４．４クビ ３．３

８１３ ダイメイホーム 牡２栗 ５４ 西田雄一郎宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 梅田牧場 ４８０－ ２１：１４．６１� １６７．３�
１１ イ ク ラ ン 牡２栗 ５４ 田中 博康�ミルファーム 小野 次郎 浦河 ミルファーム ４４４＋ ６１：１５．５５ ４５．８
２２ ヨイチピース 牡２栗 ５４ 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム ４３８＋ ６１：１５．９２� ２７３．５�
６１０ カンタベリーリュウ 牡２鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新冠 佐藤 信広 ４６４－ ４１：１６．３２� ３８２．２�
５７ カシノハッピー 牡２栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 金成吉田牧場 B４３６＋ ４ 〃 クビ ３５５．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，０９５，４００円 複勝： ３８，８１９，１００円 枠連： １４，６８１，１００円

馬連： ５５，９９７，７００円 馬単： ４２，２１２，６００円 ワイド： ２３，６７５，４００円

３連複： ７４，９２５，５００円 ３連単： １３９，０２６，９００円 計： ４１０，４３３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２５０円 � ４７０円 � ４，２５０円 枠 連（５－６） ４，１６０円

馬 連 �� ４，１９０円 馬 単 �� ７，６９０円

ワ イ ド �� １，２１０円 �� １０，３８０円 �� １７，１８０円

３ 連 複 ��� ２４１，４７０円 ３ 連 単 ��� ５３１，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２１０９５４ 的中 � ２８０３２（３番人気）
複勝票数 計 ３８８１９１ 的中 � ４９６６３（３番人気）� ２１５４３（６番人気）� ２０１２（１１番人気）
枠連票数 計 １４６８１１ 的中 （５－６） ２６０５（１２番人気）
馬連票数 計 ５５９９７７ 的中 �� ９８７１（１４番人気）
馬単票数 計 ４２２１２６ 的中 �� ４０５５（２７番人気）
ワイド票数 計 ２３６７５４ 的中 �� ５０４２（１４番人気）�� ５５１（４３番人気）�� ３３２（５７番人気）
３連複票数 計 ７４９２５５ 的中 ��� ２２９（１５６番人気）
３連単票数 計１３９０２６９ 的中 ��� １９３（５５５番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．８―１２．５―１２．４―１３．５

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリスクリングル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１２．７．１ 中京６着

２０１０．２．２２生 牡２鹿 母 クリムゾンクローバ 母母 ラディカルチック ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２５０３８ ９月１６日 曇 良 （２４中山４）第４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）

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

１：３３．４
１：３３．１

良

良

３４ ツクバアラモード 牝２栗 ５４ 柴田 善臣細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 ４５０＋ ２１：３８．８ ３．９�

７１２ ハニームーナー 牝２栗 ５４ 横山 典弘 H.R.H．プリンセス・ハヤ 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３４± ０１：３８．９� ２０．０�

４５ プ ー カ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海 �キャロットファーム 松山 康久 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４１６－１４１：３９．１１ ３．１�

２２ ファンアットコート 牝２鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋ ６１：３９．３１ ３．１�
８１４ シャトルダンサー 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 上原 博之 浦河 細道牧場 ４４６－ ２１：３９．５１� １０．９�
６１０ アポロシャイナー 牝２栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 原田牧場 ４４８＋ ４１：３９．６� ２０５．５�
６９ ス マ ッ シ ュ 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義青山 洋一氏 矢野 英一 安平 追分ファーム ４７０＋ ４ 〃 アタマ １５．１	
５８ コスモケリア 牝２栗 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 様似 猿倉牧場 ４５６＋ ６ 〃 クビ ３３．７

１１ ミ ヅ ハ ノ メ 牝２青鹿５４ 大野 拓弥田上 雅春氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド ４６０－ ２１：３９．７クビ ３６．９�
３３ サクラトップカフェ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 浦河 桑田牧場 ４２６－ ４ 〃 ハナ ５３．２�
４６ メローアップル 牝２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一�下河辺牧場 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 ４２２－ ４１：３９．８� ３９７．２
５７ オーゴンチャチャ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊永田 清男氏 谷原 義明 日高 田中 元寿 ４３４－１０ 〃 アタマ ２８．４�
８１３ マイネマロニエ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 �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 ４００－ ４１：３９．９� ４０．１�
７１１ トーセンレイリ 牝２黒鹿５４ 木幡 初広島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ４１０＋ ４ 〃 クビ ２２４．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，９１４，９００円 複勝： ３７，１２７，９００円 枠連： １５，５９１，９００円

馬連： ５８，６５８，９００円 馬単： ４２，５０６，０００円 ワイド： ２５，０３２，９００円

３連複： ７６，１９６，２００円 ３連単： １２８，５１６，０００円 計： ４０４，５４４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � ３８０円 � １４０円 枠 連（３－７） ４，７７０円

馬 連 �� ４，８４０円 馬 単 �� ８，４１０円

ワ イ ド �� １，１７０円 �� ２８０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ３，６２０円 ３ 連 単 ��� ３３，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２０９１４９ 的中 � ４２８２７（３番人気）
複勝票数 計 ３７１２７９ 的中 � ７４３１４（３番人気）� １７８７９（７番人気）� ８５６５９（１番人気）
枠連票数 計 １５５９１９ 的中 （３－７） ２４１６（１７番人気）
馬連票数 計 ５８６５８９ 的中 �� ８９５１（１８番人気）
馬単票数 計 ４２５０６０ 的中 �� ３７３１（２９番人気）
ワイド票数 計 ２５０３２９ 的中 �� ４８４７（１５番人気）�� ２５５９８（２番人気）�� ５７９３（１２番人気）
３連複票数 計 ７６１９６２ 的中 ��� １５５７０（１４番人気）
３連単票数 計１２８５１６０ 的中 ��� ２８４３（１０２番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．２―１２．９―１３．４―１２．９―１１．８―１１．４―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２５．１―３８．０―５１．４―１：０４．３―１：１６．１―１：２７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．５

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

・（４，５，９，１４）（２，３，７，８，１１）（１，６，１０，１３）－１２・（４，９，１０）（２，５，１４，１３）（１，３，８）１１，７（６，１２）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ツクバアラモード �
�
父 サムライハート �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１２．９．１ 新潟２着

２０１０．２．１６生 牝２栗 母 バ レ リ ア ン 母母 カネヤマシカダ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円

第４回 中山競馬 第４日



２５０３９ ９月１６日 曇 良 （２４中山４）第４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）

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

２４ レッドサイファー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４８２－ ４１：５６．４ ６．３�

８１５ シングンカイロス 牡３鹿 ５６ 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４６２± ０１：５６．５� ２２．０�
４７ スカーレットリング 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B５１４＋１２１：５７．３５ ３．６�
６１２ ボンジュールスカイ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B５２６＋ ４１：５７．４� １０．５�
７１４ エースドライバー �３鹿 ５６ 大野 拓弥 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４４８± ０１：５７．６１� ４．３�
８１６ ビューティダイヤ 牡３栗 ５６ 村田 一誠�中山牧場 小野 次郎 浦河 中山牧場 ４７２± ０１：５７．８１� ２９．１	
２３ クリノタイコウ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 中村 雅明 ４４２－ ８１：５８．１２ ３．９

５９ リアルクラシック �３鹿 ５６ 中谷 雄太岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 片山牧場 ４４６－ ６１：５８．３１� １１４．７�
１１ ディジェスティフ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 �グリーンファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム B４３２＋ ４１：５８．６１� １９．８�
４８ シルクミレニア 牝３栃栗５４ 丸田 恭介有限会社シルク高柳 瑞樹 新冠 山岡ファーム ４３８－ ６１：５８．９２ １６１．４
１２ トウカイマジカル 牡３鹿 ５６ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４５６－ ４１：５９．０� １９９．８�
６１１ アストライオス 牡３栗 ５６ 石橋 脩�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 B４５２± ０１：５９．４２� １８．２�
３５ チャンピオンホーク 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹坪野谷純子氏 中野 栄治 新冠 川上 悦夫 ４６８－１４２：００．０３� ９５．９�
７１３ レッドローラン �３鹿 ５６ 黛 弘人 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４５８± ０ 〃 クビ ３０３．２�
３６ セ プ ド ー ル 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人 �キャロットファーム 伊藤 伸一 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９２＋ ４２：００．１クビ ６０．７�

５１０ ケイビイネイチャー 牝３鹿 ５４ 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 山際牧場 ４３８－ ４２：００．７３� １４５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８９０，９００円 複勝： ３３，３２３，１００円 枠連： １９，０６３，５００円

馬連： ５５，４２９，１００円 馬単： ３９，８６２，０００円 ワイド： ２５，１００，１００円

３連複： ７４，３７７，２００円 ３連単： １２３，１４７，４００円 計： ３９１，１９３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２２０円 � ４８０円 � １８０円 枠 連（２－８） １，８７０円

馬 連 �� ８，２６０円 馬 単 �� １４，１９０円

ワ イ ド �� ２，９００円 �� ７００円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� １３，３８０円 ３ 連 単 ��� ９１，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２０８９０９ 的中 � ２６２０５（４番人気）
複勝票数 計 ３３３２３１ 的中 � ４１７７６（４番人気）� １４６５１（７番人気）� ５９６４２（２番人気）
枠連票数 計 １９０６３５ 的中 （２－８） ７５３９（９番人気）
馬連票数 計 ５５４２９１ 的中 �� ４９５４（２５番人気）
馬単票数 計 ３９８６２０ 的中 �� ２０７４（４８番人気）
ワイド票数 計 ２５１００１ 的中 �� ２０４９（３０番人気）�� ９３６８（６番人気）�� ４３３８（１９番人気）
３連複票数 計 ７４３７７２ 的中 ��� ４１０５（４２番人気）
３連単票数 計１２３１４７４ 的中 ��� ９９３（２７６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．９―１３．７―１２．６―１２．９―１３．４―１３．２―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３７．２―５０．９―１：０３．５―１：１６．４―１：２９．８―１：４３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F４０．０
１
３

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

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

レッドサイファー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１２．８．５ 新潟１２着

２００９．２．１０生 牡３栗 母 ア ル ウ ェ ン 母母 アドラーブル ２戦１勝 賞金 ４，０００，０００円
〔制裁〕 チャンピオンホーク号の騎手勝浦正樹は，１コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（４番への進路影響）

リアルクラシック号の騎手中谷雄太は，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〕 ケイビイネイチャー号は，平成２４年１０月１６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 モエレプレジデント号

２５０４０ ９月１６日 曇 良 （２４中山４）第４日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時４５分 （芝・右・外）

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

１：３０．７
１：３０．７

良

良

５１０ コスモミレネール 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �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 ４３０± ０１：３２．５ １０．５�

１２ コウヨウアレス 牡３青鹿５６ 田中 勝春寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 ４８４± ０１：３２．７１� ４．２�
７１４ アクアライン 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４４６＋ ２１：３２．９１� ５．９�
２４ デルマジュロウジン �３鹿 ５６ 北村 宏司浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４２０＋ ４ 〃 ハナ １９．４�
３６ シルキーマーチ 牡３鹿 ５６ 江田 照男有限会社シルク星野 忍 新冠 須崎牧場 ４４４± ０ 〃 クビ ４．３�
３５ チャペルプリンセス 牝３栗 ５４

５１ ▲山崎 亮誠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 ４５０＋１０１：３３．０	 １０．４�

６１１ アポロライダー �３鹿 ５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新ひだか へいはた牧場 ４３０＋ ４１：３３．１� ５８．３	
５９ スモーキーヴォイス 牝３鹿 ５４ 松岡 正海渡邊 隆氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ４０６－ ４ 〃 クビ ７．２

８１６ アポロドーロス 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 ４７０－ ２１：３３．３１� １２．４�
６１２ ディーズプリンセス 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４７４＋ ４１：３３．５１� ７９．８�
８１５ キングズクエスト �３栗 ５６ 石橋 脩岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４３６± ０１：３３．６クビ ３９．８
１１ グラニュレーション 牝３栗 ５４ 中舘 英二大山 廣晃氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 ４４６－ ４１：３３．７	 ５５．３�
４８ リンノヴァーレ 牡３黒鹿５６ 津村 明秀 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４２２－ ６１：３４．３３� １６２．０�
４７ リンガスジュエル 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４３６＋１２１：３５．６８ １７４．９�
２３ パスオブトゥルー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ５７４＋５４１：３５．９２ １４．６�
７１３ スイートアルメリア 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４３６－ ２１：３８．５大差 ５７４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，０１１，８００円 複勝： ４７，９７４，７００円 枠連： ２３，９０９，０００円

馬連： ６８，９９６，５００円 馬単： ４３，６８８，１００円 ワイド： ３０，９１６，７００円

３連複： ９３，１６８，７００円 ３連単： １４８，６３０，３００円 計： ４８３，２９５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ３００円 � １７０円 � ２００円 枠 連（１－５） ７８０円

馬 連 �� １，８３０円 馬 単 �� ４，２１０円

ワ イ ド �� ７４０円 �� ９１０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ３，９２０円 ３ 連 単 ��� ２７，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２６０１１８ 的中 � １９７０３（６番人気）
複勝票数 計 ４７９７４７ 的中 � ３５３１４（６番人気）� ８８３１０（１番人気）� ６７８９７（３番人気）
枠連票数 計 ２３９０９０ 的中 （１－５） ２２８６１（３番人気）
馬連票数 計 ６８９９６５ 的中 �� ２７９５１（６番人気）
馬単票数 計 ４３６８８１ 的中 �� ７６６８（１３番人気）
ワイド票数 計 ３０９１６７ 的中 �� １０３４０（６番人気）�� ８１４９（１１番人気）�� １３７０８（２番人気）
３連複票数 計 ９３１６８７ 的中 ��� １７５５９（８番人気）
３連単票数 計１４８６３０３ 的中 ��� ３９５７（６６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．５―１１．４―１１．４―１１．３―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３５．０―４６．４―５７．８―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４F４６．１―３F３４．７

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

勝馬の
紹 介

コスモミレネール �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ジェニュイン デビュー ２０１１．９．１１ 中山３着

２００９．４．１５生 牝３鹿 母 マイネピュール 母母 レデイスポート １３戦１勝 賞金 １５，４６０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リンガスジュエル号・パスオブトゥルー号・スイートアルメリア号は，平成２４年１０月１６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 ティルトザキルト号



２５０４１ ９月１６日 晴 良 （２４中山４）第４日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時３５分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４６．４
１：４６．４

良

良

２３ トロワボヌール 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４６０ ―１：５１．４ ５．５�

６１０ エルインペレイター 牡２鹿 ５４ 横山 典弘�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム ５１４ ―１：５１．６１� １４．５�
４７ セクシイサウンド 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４９４ ― 〃 ハナ ４２．２�
８１５ スノーストーム 牡２栗 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４９６ ―１：５１．７� １１．０�
５９ ハッピーエビス 牡２鹿 ５４ 北村 宏司加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 ４９８ ―１：５１．９１� １５．５�
２２ アディシオン 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥島川 利子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４９８ ― 〃 ハナ ５．７	
５８ マイネルサンオペラ 牡２栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 日高 春木 昭雄 ４６４ ―１：５２．１１� ８４．８

３４ ゲンキチタチカゼ 牡２鹿 ５４ 松岡 正海荒井 壽明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン

牧場 ４４８ ― 〃 クビ ２４．３�
８１４ トキノロブロイ 牡２黒鹿５４ 江田 照男田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４７０ ―１：５２．５２＋� ５６．６�
１１ マ グ ネ イ ト 牡２栗 ５４ 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新ひだか キヨタケ牧場 ４７８ ―１：５２．７� ７．５
４６ アラバンサス 牝２芦 ５４ 蛯名 正義�G１レーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４５０ ― 〃 ハナ ２．４�
３５ キルタンサス 牡２栗 ５４ 丸山 元気山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 ４４２ ― （降着） １０９．０�
７１３ マイネルオルカーン 牡２黒鹿５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム ４５４ ―１：５３．１２� ７２．９�
７１２ コスモインディアン 牡２鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４６２ ―１：５４．６９ １９２．５�
６１１ フォージドホウオー 牡２鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士�三登 佐藤 全弘 新ひだか 光伸牧場 B４４２ ―１：５５．２３� ３３７．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，９３４，１００円 複勝： ３６，７８２，４００円 枠連： １８，４８８，４００円

馬連： ５７，５８１，４００円 馬単： ４０，９８４，８００円 ワイド： ２５，１７４，４００円

３連複： ７４，３６０，５００円 ３連単： １２０，２１１，１００円 計： ３９９，５１７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２５０円 � ４４０円 � ６８０円 枠 連（２－６） １，５２０円

馬 連 �� ３，３１０円 馬 単 �� ６，１７０円

ワ イ ド �� １，３２０円 �� ２，５６０円 �� ４，２３０円

３ 連 複 ��� ３５，９７０円 ３ 連 単 ��� １５２，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２５９３４１ 的中 � ３７７９４（２番人気）
複勝票数 計 ３６７８２４ 的中 � ４６２８１（３番人気）� ２１０４７（７番人気）� １２７１９（９番人気）
枠連票数 計 １８４８８４ 的中 （２－６） ９０２７（７番人気）
馬連票数 計 ５７５８１４ 的中 �� １２８５９（１４番人気）
馬単票数 計 ４０９８４８ 的中 �� ４９０７（２４番人気）
ワイド票数 計 ２５１７４４ 的中 �� ４８３２（１５番人気）�� ２４１２（２８番人気）�� １４４１（４４番人気）
３連複票数 計 ７４３６０５ 的中 ��� １５２６（９７番人気）
３連単票数 計１２０２１１１ 的中 ��� ５８２（４０８番人気）

ハロンタイム １３．１―１３．１―１３．１―１２．９―１２．５―１２．３―１１．６―１１．４―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２６．２―３９．３―５２．２―１：０４．７―１：１７．０―１：２８．６―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．４
１
３

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

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

トロワボヌール �
�
父 バ ゴ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２０１０．３．２３生 牝２鹿 母 チ ュ ー ニ ー 母母 フロムビヨンド １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 フォージドホウオー号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔降着〕 キルタンサス号は，９位〔タイム１分５２秒４，着差２馬身〕に入線したが，決勝線手前で急に内側に斜行して「アラバンサス」号

の走行を妨害したため１２着に降着。
〔制裁〕 キルタンサス号の騎手丸山元気は，決勝線手前で急に内側に斜行したことについて平成２４年９月２２日から平成２４年９月

３０日まで騎乗停止。
※セクシイサウンド号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２５０４２ ９月１６日 晴 良 （２４中山４）第４日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１３時０５分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

４７ ナンシーシャイン 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人三ツ矢組合 岩戸 孝樹 新ひだか 下村 繁正 ４２８ ―１：１３．３ ５．０�

７１３ リベルタドーレス 牡２栗 ５４ 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４８４ ― 〃 クビ ５．１�
６１１ クリスウィング 牡２鹿 ５４ 松岡 正海�リーヴァ 新開 幸一 新ひだか 藤沢牧場 ４５８ ―１：１４．６８ １８．４�
２４ ピースロード 牡２鹿 ５４ 丸山 元気久米田正平氏 古賀 慎明 新ひだか 岡田スタツド ４５６ ―１：１４．９１� ４．３�
８１６ アポロレジーナ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 ４７２ ―１：１５．０� ５．８�
７１４ エンジェライト 牝２栗 ５４ 津村 明秀 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４２８ ―１：１５．３１� ４３．２�
５９ アーリーボーイ 牡２鹿 ５４ 北村 宏司冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム ４９６ ―１：１５．６２ ４９．８	
２３ レッツグルーヴ 牝２栗 ５４ 三浦 皇成 
グリーンファーム 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４９２ ―１：１５．８１ ８．３�
８１５ アスキットキング 牡２鹿 ５４ 石橋 脩中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 ４３２ ―１：１５．９� １７．６�
４８ ノボサイボーグ 牡２栗 ５４

５１ ▲原田 和真
LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４６０ ―１：１６．３２� １５０．０
３６ マロンシチー 牝２栗 ５４ 田中 勝春 
友駿ホースクラブ 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 ４４４ ―１：１６．５１� １３．１�
３５ ライトジャガー 牡２鹿 ５４ 西田雄一郎井上 修一氏 佐藤 全弘 浦河 昭和牧場 ４０８ ―１：１６．７１� ２２５．０�
５１０ レディースワロー 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一中村 浩章氏 中野 栄治 日高 沖田牧場 ４３６ ―１：１７．１２� １３９．８�
６１２ ラフアウトラウド 牝２栗 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 ４７０ ―１：１７．５２� １２３．６�
１２ ミエナイツバサ 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 加藤牧場 ４３６ ―１：１８．７７ １０８．６�
１１ スーパーセル 牡２黒鹿５４ 柴田 善臣
ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ B４９０ ―１：１８．８� １４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６９５，７００円 複勝： ３４，７７４，１００円 枠連： ２２，２７６，４００円

馬連： ６０，０７２，４００円 馬単： ３９，７８４，０００円 ワイド： ２４，１５１，６００円

３連複： ７６，３８７，９００円 ３連単： １２０，１８２，６００円 計： ４００，３２４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １８０円 � ２１０円 � ４１０円 枠 連（４－７） １，２３０円

馬 連 �� １，５５０円 馬 単 �� ３，１３０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� １，２００円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� ９，０００円 ３ 連 単 ��� ３８，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２２６９５７ 的中 � ３５９５１（２番人気）
複勝票数 計 ３４７７４１ 的中 � ６０５２４（２番人気）� ４５９３２（４番人気）� １８１２３（８番人気）
枠連票数 計 ２２２７６４ 的中 （４－７） １３３６８（６番人気）
馬連票数 計 ６００７２４ 的中 �� ２８７１２（４番人気）
馬単票数 計 ３９７８４０ 的中 �� ９４０４（９番人気）
ワイド票数 計 ２４１５１６ 的中 �� ９７８５（４番人気）�� ４８７７（１６番人気）�� ３８６１（２６番人気）
３連複票数 計 ７６３８７９ 的中 ��� ６２６９（３８番人気）
３連単票数 計１２０１８２６ 的中 ��� ２２８７（１２７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．５―１１．８―１２．１―１２．０―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．７―３５．５―４７．６―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナンシーシャイン �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 トウシヨウボーイ 初出走

２０１０．５．２８生 牝２鹿 母 ダーリントウショウ 母母 セリナトウシヨウ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミエナイツバサ号・スーパーセル号は，平成２４年１０月１６日まで平地競走に出走できない。



２５０４３ ９月１６日 晴 良 （２４中山４）第４日 第７競走 ��
��２，５００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３５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 ７，２００，０００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

２：２９．５
２：２９．５

良

良

６６ マイネルリヒト 牡３鹿 ５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 ４５０－ ４２：３２．５ ４．６�

１１ ダイワリューリン 牡４黒鹿５７ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 千歳 社台ファーム ５４０－ ２２：３２．７１ ６．７�
４４ マイネルメダリスト 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 ４８４＋ ８ 〃 クビ １．５�
２２ ヒビケジンダイコ 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹ベニバナ組合 畠山 吉宏 浦河 今井 秀樹 ４６８± ０２：３２．９１ １８．８�
７７ � カンタベリーナイト 牡３鹿 ５４ 武士沢友治峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４８６－ ２２：３３．０� ７９．８�
５５ トミケンオウドウ 牡３鹿 ５４ 木幡 初広冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 今井 秀樹 ４６４－１０２：３３．２１	 ２４．７�
３３ � エムアイボニータ 牝５栗 ５５ 柴山 雄一馬場 �晃氏 松永 康利 新冠 竹中牧場 ４６４± ０ 〃 クビ １２５．８	
８８ ガッテンキャンパス 牡３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 ４４０－ ６２：３３．５１� ６５．４

８９ ズルフィカール 牡３黒鹿５４ 江田 照男宮川 純造氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 ４５４＋ ６２：３３．７１
 １３．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２３，３９６，８００円 複勝： ７５，６４６，２００円 枠連： １２，８７８，８００円

馬連： ４９，６６６，８００円 馬単： ５３，４６８，４００円 ワイド： ２４，８７６，０００円

３連複： ６４，００９，３００円 ３連単： ２１５，３６２，２００円 計： ５１９，３０４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � １００円 枠 連（１－６） ２，０１０円

馬 連 �� １，７６０円 馬 単 �� ３，１５０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� １６０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ４６０円 ３ 連 単 ��� ５，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２３３９６８ 的中 � ４０５４８（２番人気）
複勝票数 計 ７５６４６２ 的中 � ６０７６７（２番人気）� ４８７３６（３番人気）� ５４５４２７（１番人気）
枠連票数 計 １２８７８８ 的中 （１－６） ４７４６（６番人気）
馬連票数 計 ４９６６６８ 的中 �� ２０９１７（６番人気）
馬単票数 計 ５３４６８４ 的中 �� １２５５９（９番人気）
ワイド票数 計 ２４８７６０ 的中 �� １３５９６（６番人気）�� ４３７８５（１番人気）�� ４３７１２（２番人気）
３連複票数 計 ６４００９３ 的中 ��� １０３７６１（１番人気）
３連単票数 計２１５３６２２ 的中 ��� ２６８７５（１９番人気）

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

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―１８．６―３０．６―４２．８―５５．５―１：０８．５―１：２０．９―１：３３．６―１：４６．１―１：５８．１―２：０９．３―２：２０．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルリヒト �

父 ステイゴールド �


母父 タイキシャトル デビュー ２０１１．７．２３ 新潟１３着

２００９．２．２２生 牡３鹿 母 タイキシャイン 母母 タイキトゥインクル １０戦２勝 賞金 １５，１００，０００円

２５０４４ ９月１６日 晴 良 （２４中山４）第４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

８１３� マスクトヒーロー 牡４黒鹿５７ 横山 典弘 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム ４９４－ ８１：５４．３ １．５�

５８ ニットウビクトリー 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣�日東牧場 松山 康久 浦河 日東牧場 ４６４± ０１：５４．８３ ６９．９�
４５ � エイトプリンス 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４３２＋ ４１：５５．１２ ３８．１�
７１２ ツクババンドーオー 牡３鹿 ５４ 武士沢友治荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 ４８４－１０１：５５．３１� ６．６�
４６ バ シ リ ク ス 牡４鹿 ５７ 丸山 元気ディアレスト 高木 登 新ひだか 大典牧場 ４９０± ０１：５５．８３ ９９．９�
２２ フレンドワン 牡３黒鹿５４ 田中 勝春戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 ４５６＋ ４ 〃 クビ １２．１�
５７ ビービーアックス 牡４鹿 ５７ 津村 明秀�坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 ４８６－１２１：５６．１２ ８．４	
６９ シ ナ ル 牝４栗 ５５ 伊藤 工真加藤 信之氏 鹿戸 雄一 日高 有限会社

ケイズ ４７４－ ４１：５６．７３� １９．５

６１０ ダイワクレバー 牡４黒鹿５７ 柴田 大知大城 敬三氏 池上 昌弘 日高 下河辺牧場 B５２２＋ ４１：５６．８� １１．４�
３３ � アメージングミノル 牡４鹿 ５７ 村田 一誠吉岡 實氏 小野 次郎 浦河 信成牧場 ４７４＋ ６１：５７．２２� ４３４．３�
７１１� カイカセンゲン 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲原田 和真�宮内牧場 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 ４４２＋ ４１：５８．１５ ５５１．４
８１４� アーティクラフティ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 日高 待兼牧場 ５１０－２２１：５８．７３� ３７．４�
３４ ケイアイカミカゼ 牡４栗 ５７

５４ ▲山崎 亮誠 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 村上牧場 ５１４－ ４１：５９．２３ １０１．０�
１１ エンジンゼンカイ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４７２＋ ６２：０１．２大差 ６３．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３２，６７８，１００円 複勝： ５６，１６７，５００円 枠連： ２４，９５３，７００円

馬連： ９０，８０１，４００円 馬単： ６５，９５２，９００円 ワイド： ３８，６５７，５００円

３連複： １１８，７５０，５００円 ３連単： ２３６，１５６，６００円 計： ６６４，１１８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １２０円 � ７２０円 � ５１０円 枠 連（５－８） ５５０円

馬 連 �� ３，４７０円 馬 単 �� ４，４８０円

ワ イ ド �� １，０７０円 �� ８５０円 �� ８，０５０円

３ 連 複 ��� １５，５００円 ３ 連 単 ��� ５０，３８０円

票 数

単勝票数 計 ３２６７８１ 的中 � １７１９１１（１番人気）
複勝票数 計 ５６１６７５ 的中 � ２０６４１８（１番人気）� １３８３２（９番人気）� ２０５３３（８番人気）
枠連票数 計 ２４９５３７ 的中 （５－８） ３３８２４（３番人気）
馬連票数 計 ９０８０１４ 的中 �� １９３４６（１３番人気）
馬単票数 計 ６５９５２９ 的中 �� １０８７９（１４番人気）
ワイド票数 計 ３８６５７５ 的中 �� ９０５３（１４番人気）�� １１６６７（９番人気）�� １１２６（５５番人気）
３連複票数 計１１８７５０５ 的中 ��� ５６５６（４７番人気）
３連単票数 計２３６１５６６ 的中 ��� ３４６０（１５４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．１―１２．６―１２．９―１３．６―１４．２―１２．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３５．６―４８．２―１：０１．１―１：１４．７―１：２８．９―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．２―３F３９．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�マスクトヒーロー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ホワイトマズル

２００８．４．１８生 牡４黒鹿 母 ビハインドザマスク 母母 ヴアインゴールド ３戦２勝 賞金 １４，６００，０００円
地方デビュー ２０１１．９．１ 門別

〔制裁〕 カイカセンゲン号の騎手原田和真は，４コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜こうとしたことについて過
怠金３０，０００円。（１０番・４番・２番への進路影響）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 エンジンゼンカイ号は，平成２４年１０月１６日まで平地競走に出走できない。



２５０４５ ９月１６日 晴 良 （２４中山４）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

し ろ い

白 井 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

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

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

６８ チェリーメドゥーサ 牝３青鹿５２ 松岡 正海櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 ４３６－１０１：４６．７ １９．１�

１１ ジョングルール 牡３黒鹿５４ 三浦 皇成吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０６＋ ８１：４６．９１� １．９�
４４ ニシノジャブラニ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ １０．２�
５５ ヤマニンリップル 牝４黒鹿５５ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４６６＋ ６１：４７．１１� １７．１�
７１０ トーホウストロング 牡４黒鹿５７ 北村 宏司東豊物産� 藤原 英昭 日高 竹島 幸治 ４８４± ０１：４７．３１� ４．６�
８１２ シゲルササグリ 牡３黒鹿５４ 蛯名 正義森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 ４８６－ ４ 〃 クビ ７．２�
２２ ロビンフット 牡４青鹿５７ 石橋 脩桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ５００－ ６１：４７．８３ ５１．２	
５６ グリッドマトリクス 牡６鹿 ５７ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 バンダム牧場 ５０４＋ ６ 〃 ハナ ３０７．２

７９ ビューティファイン 牝６栗 ５５ 嘉藤 貴行阿部 紀子氏 高橋 文雅 静内 千代田牧場 ４９０－ ４１：４７．９� ２１６．７�
３３ ステアトゥヘヴン 牡３鹿 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム B５１６＋ ２ 〃 クビ １０．１
６７ ゼ ロ ー ソ 牡５黒鹿５７ 大野 拓弥前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６－１４１：４８．０クビ ５８．０�
８１１ ガンズオブナバロン 牡６黒鹿５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ６１：４８．１	 ４３．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３９，４８９，５００円 複勝： ５４，２４５，６００円 枠連： ２５，６５０，９００円

馬連： １１９，８２５，５００円 馬単： ８０，２１４，１００円 ワイド： ４２，９１８，２００円

３連複： １３８，９３６，９００円 ３連単： ３０４，０８０，２００円 計： ８０５，３６０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９１０円 複 勝 � ３２０円 � １３０円 � ２９０円 枠 連（１－６） １，１００円

馬 連 �� １，３９０円 馬 単 �� ４，１５０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� １，９１０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ５，０６０円 ３ 連 単 ��� ４０，９４０円

票 数

単勝票数 計 ３９４８９５ 的中 � １６３４７（７番人気）
複勝票数 計 ５４２４５６ 的中 � ３５７２７（７番人気）� １５９０２２（１番人気）� ４０３１４（５番人気）
枠連票数 計 ２５６５０９ 的中 （１－６） １７２１１（５番人気）
馬連票数 計１１９８２５５ 的中 �� ６３９３９（６番人気）
馬単票数 計 ８０２１４１ 的中 �� １４２９７（１４番人気）
ワイド票数 計 ４２９１８２ 的中 �� １５４２０（７番人気）�� ５１６６（２５番人気）�� ２４２０５（５番人気）
３連複票数 計１３８９３６９ 的中 ��� ２０２９５（１８番人気）
３連単票数 計３０４０８０２ 的中 ��� ５４８２（１３８番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．３―１１．６―１２．２―１２．３―１１．４―１１．５―１１．２―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．２―３６．８―４９．０―１：０１．３―１：１２．７―１：２４．２―１：３５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４５．４―３F３４．０
１
３
４（５，１１）（１，３，１０，１２）２（６，８）９，７
８（４，５）（１，３，１１）１２（６，１０，９）－（２，７）

２
４

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

勝馬の
紹 介

チェリーメドゥーサ �
�
父 シックスセンス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１０．８ 東京２着

２００９．２．２７生 牝３青鹿 母 キョウワグレイス 母母 エールノコイビト ９戦３勝 賞金 ３５，９０７，０００円

２５０４６ ９月１６日 晴 良 （２４中山４）第４日 第１０競走 ��
��１，２００�

は つ か ぜ

初 風 特 別
発走１５時１０分 （芝・右・外）

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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

５５ ル リ ニ ガ ナ 牝４鹿 ５５ 津村 明秀�川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 B４６４＋ ８１：０７．７ ６．９�

７８ ヤマニングルノイユ 牝５鹿 ５５ 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ５０６＋ ４１：０７．８� １８．３�
６６ ロードラディアント 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 牧 光二 日高 中川 浩典 ４８４＋ ４ 〃 クビ １．９�
２２ � ノブクィーン 牝５黒鹿５５ 高田 潤前田 亘輝氏 清水 久詞 日高 シンボリ牧場 ４６０± ０１：０８．０１ １０．４�
３３ 	 キョウエイバサラ 牡４芦 ５７ 石橋 脩田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock ５０６－ ４１：０８．２１
 １１．０�
１１ プロスペラスマム 牝５鹿 ５５ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５０８－ ８１：０８．４１
 １０１．５	
８９ マジカルポケット 牡４鹿 ５７ 柴田 大知
原源一郎氏 領家 政蔵 日高 森永牧場 ４８０－ ８１：０８．６１
 ９．８�
４４ 	 カフェヒミコ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 米 Katsumi

Yoshizawa ５１０－１２ 〃 ハナ ５．１�
７７ � サクラオハナ 牝５栗 ５５ 吉田 隼人�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 原 武久 ４４４＋１０１：０８．９２ １６５．９
８１０ アイアンデューク 牡６芦 ５７ 北村 宏司栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４６８－ ６１：０９．２１� ６３．１�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４１，７６３，２００円 複勝： ５６，３９５，６００円 枠連： ２１，５３７，４００円

馬連： １２４，６７０，０００円 馬単： ９０，６６９，１００円 ワイド： ３９，１３０，３００円

３連複： １３０，８０９，９００円 ３連単： ３５１，５３８，３００円 計： ８５６，５１３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � １８０円 � ２７０円 � １１０円 枠 連（５－７） ３，１８０円

馬 連 �� ３，２１０円 馬 単 �� ６，１３０円

ワ イ ド �� ７９０円 �� ２８０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，９４０円 ３ 連 単 ��� １７，０００円

票 数

単勝票数 計 ４１７６３２ 的中 � ４８２１３（３番人気）
複勝票数 計 ５６３９５６ 的中 � ６８０４５（３番人気）� ３５０８８（７番人気）� ２２０５０９（１番人気）
枠連票数 計 ２１５３７４ 的中 （５－７） ５０００（１５番人気）
馬連票数 計１２４６７００ 的中 �� ２８７０３（１４番人気）
馬単票数 計 ９０６６９１ 的中 �� １０９２６（２４番人気）
ワイド票数 計 ３９１３０３ 的中 �� １１１１７（１４番人気）�� ４００５８（２番人気）�� １９１６７（６番人気）
３連複票数 計１３０８０９９ 的中 ��� ４９８４５（１１番人気）
３連単票数 計３５１５３８３ 的中 ��� １５２６７（６３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．０―１１．１―１１．１―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３３．８―４４．９―５６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．９―３F３３．９
３ ・（５，８）６（２，３，７）（１，４，９，１０） ４ ・（５，８）６（２，３，４，７）（１，９，１０）

勝馬の
紹 介

ル リ ニ ガ ナ �
�
父 スニッツェル �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１０．６．１９ 函館１着

２００８．３．３１生 牝４鹿 母 ダムドコンパニー 母母 Paper Princess ２０戦４勝 賞金 ６９，３９０，０００円

１レース目 ３レース目



２５０４７ ９月１６日 晴 良 （２４中山４）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�ラ ジ オ 日 本 賞

発走１５時４５分 （ダート・右）
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５２�４歳以上５５�，牝馬
２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１００万円毎１�増

ラジオ日本賞（１着）
賞 品

本 賞 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００円
付 加 賞 １８９，０００円 ５４，０００円 ２７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４４ グランドシチー 牡５鹿 ５６ 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 ５００－ ６１：５２．４ ２．９�

８８ パワーストラグル 牡６黒鹿５７ 後藤 浩輝 �グリーンファーム 加藤 征弘 新冠 田渕牧場 B４６４－１０１：５２．５クビ ２５．２�
７７ トーセンアドミラル 牡５鹿 ５６ 北村 宏司島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B５０６－ ６１：５２．９２� ５．７�
５５ プリンセスペスカ 牝６栗 ５４ 荻野 琢真山田信太郎氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４５６－１０１：５３．４３ ２９．９�
３３ スマートタイタン 牡６栗 ５７ 蛯名 正義大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５２２－１２１：５４．０３� １．８�
１１ オメガファルコン �７鹿 ５６ 石橋 脩原 	子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９８－ ６ 〃 クビ ２２．８	
６６ ハギノリベラ 牡６鹿 ５６ 吉田 隼人安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 B５２２－１０１：５４．９５ ９１．６

２２ ダイシンプラン 牡７栗 ５６ 丸山 元気大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２８± ０１：５５．６４ ２３．１�

（８頭）

売 得 金
単勝： ６１，５２０，６００円 複勝： ７２，６４２，２００円 枠連： 発売なし 馬連： ２０７，２１１，３００円 馬単： １５５，４４７，０００円

ワイド： ５４，１６９，２００円 ３連複： １９７，２８６，７００円 ３連単： ７５７，０５３，８００円 ５重勝： ７７８，６２６，４００円 計： ２，２８３，９５７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ３９０円 � ２００円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ２，７９０円 馬 単 �� ４，６５０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ２４０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ３，３８０円 ３ 連 単 ��� ２１，４００円

５ 重 勝
対象競走：中山９R／阪神１０R／中山１０R／阪神１１R／中山１１R

キャリーオーバー なし����� ２９８，６７０円

票 数

単勝票数 計 ６１５２０６ 的中 � １６９３０７（２番人気）
複勝票数 計 ７２６４２２ 的中 � １８５７８０（２番人気）� ３６９８２（４番人気）� ９１２７４（３番人気）
馬連票数 計２０７２１１３ 的中 �� ５４９７６（９番人気）
馬単票数 計１５５４４７０ 的中 �� ２４７０６（１３番人気）
ワイド票数 計 ５４１６９２ 的中 �� ２８９１６（４番人気）�� ６４２８１（２番人気）�� １７３１８（１１番人気）
３連複票数 計１９７２８６７ 的中 ��� ４３１５５（１１番人気）
３連単票数 計７５７０５３８ 的中 ��� ２６１１９（５６番人気）
５重勝票数 差引計７７８６２６４（返還計 ０ ） 的中 ����� １９２４

ハロンタイム １２．５―１２．１―１２．８―１３．０―１２．６―１２．３―１２．４―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．６―３７．４―５０．４―１：０３．０―１：１５．３―１：２７．７―１：３９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３７．１
１
３

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

・（７，１）５（４，８）３－２－６・（７，１）３（４，８）－５，２－６
勝馬の
紹 介

グランドシチー �

父 キングカメハメハ �


母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．４．１０ 福島１１着

２００７．４．１９生 牡５鹿 母 レディクラシック 母母 タケバンザイ １９戦６勝 賞金 １１６，２１２，０００円
［他本会外：１戦０勝］

２５０４８ ９月１６日 晴 良 （２４中山４）第４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 ７，２００，０００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

６１１� デ ン フ ァ レ 牝５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 ４８８＋ ６１：１２．１ ６．９�

３６ デプロマトウショウ 牝３鹿 ５３ 蛯名 正義トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５６－ ６１：１２．３１� ３．２�
１２ コウヨウメビウス 牝４鹿 ５５ 柴田 大知寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４７０－ ２１：１２．４� ８４．７�
７１４ ロードナイト 牝３鹿 ５３ 吉田 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４６８＋１０１：１２．６１� １１．９�
７１３ ラ リ エ ッ ト 牝３黒鹿５３ 田中 勝春島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 ４３８± ０ 〃 ハナ ３２．６�
８１５� プラススキーラブ 牝３黒鹿５３ 柴田 善臣鈴木与四郎氏 高橋 祥泰 日高 船越牧場 ４４４－１０１：１２．７クビ １７０．４�
５９ ゴールドエンジュ 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成	菅井牧場 松山 将樹 新冠 武田 修一 ４５４± ０１：１２．９１� １３．５

５１０� ヤギリエスペランサ 牝４栗 ５５ 中舘 英二内田ヤエ子氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ５００－１０１：１３．０� ９１．９�
４８ パシオンルージュ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 ４７０± ０１：１３．１� ３．９�
８１６ クールユリア 牝３鹿 ５３ 武士沢友治川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 ４７８＋ ８ 〃 ハナ ２８．４
６１２� シュガーキッス 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 新冠 山内 鈴子 ４５８＋ ６ 〃 ハナ ７８．４�
２４ フレンチナデシコ 牝３鹿 ５３

５０ ▲嶋田 純次古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 丸村村下
ファーム ４０８－ ４１：１３．２クビ ４．６�

４７ フェアリーガーデン 牝３鹿 ５３ 松岡 正海田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 ４４０± ０ 〃 同着 １９．７�
３５ � トゥインクルスノー 牝５鹿 ５５ 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 日高 広富牧場 ４７４＋ ４１：１３．６２� ２１４．３�
１１ � モルフェメイト 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 浦河土肥牧場 ４３２± ０１：１５．２１０ １８８．３�
２３ プットオンザリッツ 牝４鹿 ５５ 丸山 元気諸江 幸祐氏 武市 康男 新ひだか 坂本牧場 ４５４＋ ８１：１５．５１� １９６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５０，８９５，８００円 複勝： ７４，６５８，５００円 枠連： ４４，６６７，３００円

馬連： １６７，８２２，０００円 馬単： １００，１４８，２００円 ワイド： ６３，０６０，０００円

３連複： ２２１，７２４，４００円 ３連単： ４４６，１８６，０００円 計： １，１６９，１６２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２３０円 � １６０円 � １，３１０円 枠 連（３－６） ９９０円

馬 連 �� ９５０円 馬 単 �� ２，４００円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ４，７４０円 �� ３，２８０円

３ 連 複 ��� １４，３６０円 ３ 連 単 ��� ５９，７３０円

票 数

単勝票数 計 ５０８９５８ 的中 � ５８３０２（４番人気）
複勝票数 計 ７４６５８５ 的中 � ８８９３９（４番人気）� １６０２６４（１番人気）� １０７４４（１１番人気）
枠連票数 計 ４４６６７３ 的中 （３－６） ３３３６５（３番人気）
馬連票数 計１６７８２２０ 的中 �� １３１２６７（３番人気）
馬単票数 計１００１４８２ 的中 �� ３０８６１（６番人気）
ワイド票数 計 ６３０６００ 的中 �� ３３０８９（４番人気）�� ３１１３（４３番人気）�� ４５３９（３２番人気）
３連複票数 計２２１７２４４ 的中 ��� １１４０１（４２番人気）
３連単票数 計４４６１８６０ 的中 ��� ５５１３（１８１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．６―１２．３―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３４．２―４６．５―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�デ ン フ ァ レ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sanglamore

２００７．５．７生 牝５栗 母 ゴールデンハピネス 母母 Ma Petite Jolie １３戦１勝 賞金 ２０，４６０，０００円
初出走 JRA

５レース目



（２４中山４）第４日 ９月１６日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６０頭 本 賞
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

１９３，４６０，０００円
９，８９０，０００円
１，０４０，０００円
１７，０７０，０００円
４７，９６０，５００円
４，１３４，０００円
１，５３６，０００円

勝馬投票券売得金
３８７，２８６，８００円
６１８，５５６，９００円
２４３，６９８，４００円
１，１１６，７３３，０００円
７９４，９３７，２００円
４１６，８６２，３００円
１，３４０，９３３，７００円
３，０９０，０９１，４００円
７７８，６２６，４００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 ８，７８７，７２６，１００円

総入場人員 ２６，６２２名 （有料入場人員 ２４，００６名）


