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２５０７３ ９月２３日 雨 重 （２４中山４）第７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

８１６ ホワイトフリート 牡２芦 ５４ 横山 典弘 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４５４－ ４１：５６．４ ４．８�

６１１� ヤンキーソヴリン 牡２黒鹿５４ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.
Brilie, L. P. ４８０＋ ４１：５７．０３� ２．８�

４７ ア ビ ス コ 牡２芦 ５４ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 ４７４＋ ６１：５７．２１� ３．７�

１１ ハブアストロール 牡２鹿 ５４ 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか マークリ牧場 ５０６－ ４ 〃 クビ １０５．８�
７１３ 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 ５０４－ ６１：５７．３クビ １０．８�
５９ コスモデスタン 牡２鹿 ５４ 柴田 大知 �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± ０１：５７．５１� １０．７	
５１０ マイネルガブリエル 牡２黒鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新ひだか 前谷 武志 ４７４± ０ 〃 クビ ２３．１

１２ � サトノロータス 牡２栗 ５４ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 米 Dr. Masa-

take Iida ４６２＋ ２１：５７．６� １５．９�
２４ 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± ０１：５７．８１� １２８．９�
７１４ セイクリッドナイト 牡２黒鹿５４ 三浦 皇成吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ５２０－ ４１：５８．６５ ２２．１
３６ シスターエアー 牝２栗 ５４

５１ ▲西村 太一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４９４＋１６１：５８．８１� ４２４．２�
２３ ザジャズダンス 牡２黒鹿５４ 武士沢友治平本 敏夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４５２－ ８１：５８．９	 ７７．２�
４８ メインターゲット 牡２栗 ５４ 田中 博康 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４４６＋ ２１：５９．１１� ３５．５�
６１２ ミヤビワンド 牡２鹿 ５４ 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 大成牧場 B４８８－２２１：５９．４１	 ９１．１�
３５ ブライハイド 牡２黒鹿５４ 石橋 脩伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 ４６２± ０２：００．６７ １５７．０�
８１５ ベ ニ ッ シ モ 牝２黒鹿 ５４

５２ △嶋田 純次�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４５４＋ ４２：１１．１大差 １５６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，１５３，７００円 複勝： ４２，９８５，４００円 枠連： １６，７７４，０００円

馬連： ５９，６６９，９００円 馬単： ３９，３０１，９００円 ワイド： ２８，１６６，６００円

３連複： ８１，５６９，４００円 ３連単： １２７，４３６，３００円 計： ４１７，０５７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（６－８） ６６０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ４７０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ８９０円 ３ 連 単 ��� ５，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２１１５３７ 的中 � ３５０４９（３番人気）
複勝票数 計 ４２９８５４ 的中 � ５８７８６（３番人気）� １４５３６２（１番人気）� ６４０６３（２番人気）
枠連票数 計 １６７７４０ 的中 （６－８） １８８０６（２番人気）
馬連票数 計 ５９６６９９ 的中 �� ６７０４６（２番人気）
馬単票数 計 ３９３０１９ 的中 �� １８４５５（４番人気）
ワイド票数 計 ２８１６６６ 的中 �� ３０７８１（１番人気）�� １３０４６（５番人気）�� ２８４３６（２番人気）
３連複票数 計 ８１５６９４ 的中 ��� ６７９３８（１番人気）
３連単票数 計１２７４３６３ 的中 ��� １６６４５（５番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．８―１２．５―１３．６―１３．２―１３．１―１３．１―１２．９―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．９―３７．４―５１．０―１：０４．２―１：１７．３―１：３０．４―１：４３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３９．１
１
３

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

勝馬の
紹 介

ホワイトフリート �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．６．１０ 東京９着

２０１０．４．２６生 牡２芦 母 ファインセラ 母母 ビ ワ ハ イ ジ ３戦１勝 賞金 ５，６２５，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベニッシモ号は，平成２４年１０月２３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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 カラダサンキュー号・ケイアイキャンサー号

２５０７４ ９月２３日 雨 稍重 （２４中山４）第７日 第２競走 ��１，２００�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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

３５ バーニングハート 牝２鹿 ５４ 松岡 正海吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 ４３０－１０１：０９．６ ８５．４�

１２ ワンダフルジュエル 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４４４－ ８１：０９．８１� ６２．０�
４７ ナルミチャン 牝２鹿 ５４ 北村 宏司�日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 ４５６＋ ４１：１０．３３ ３．５�
３６ マプティット 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム ４２２＋ ２ 〃 ハナ ２．３�
１１ ワ ッ フ ル 牝２鹿 ５４ 津村 明秀石川 達絵氏 鈴木 伸尋 平取 中川 隆 ４３２－１４ 〃 ハナ １３６．２�
８１５ ス タ ー ボ ウ 牝２鹿 ５４ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 高橋 裕 新冠 タニグチ牧場 ４４８－ ６１：１０．５１� ３２．３�
６１２ トーセンデイゴ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一島川 	哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ４１０－ ２ 〃 アタマ ２２．８

４８ インザチャーチ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 日高 賀張中川牧場 ４１２± ０１：１０．６クビ １７．８�
５１０ フレックスハート 牝２鹿 ５４ 田中 勝春保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 ４５８＋１２ 〃 アタマ １９．８�
８１６ チェリーペトルズ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム ４６０＋ ４１：１０．８１ ６．１
２３ スピードボニータ 牝２栗 ５４

５１ ▲西村 太一市川不動産� 和田 正道 浦河 久保 昇 ４６２＋ ８ 〃 ハナ ２０．８�
５９ ミキノロココ 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎谷口 久和氏 保田 一隆 新ひだか 久米 和夫 B４４４＋ ４ 〃 クビ １８４．３�
７１３ リ ヴ ァ ロ 牝２鹿 ５４ 村田 一誠四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４５６－ ４１：１１．５４ １１．５�
６１１ サフランティアラ 牝２黒鹿５４ 田中 博康海原 聖一氏 坂本 勝美 平取 高橋 啓 ４１０＋ ６１：１２．２４ ３６３．４�
７１４ ウエストゲート 牝２青鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人 Him Rock Racing 田村 康仁 新ひだか 桜井牧場 ３９２± ０１：１２．５２ １０８．７�
２４ ヘヴンリーハート 牝２鹿 ５４ 鈴来 直人有限会社シルク畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４４６－ ６１：１３．５６ ２６５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６４３，０００円 複勝： ３３，８４４，７００円 枠連： １５，４６４，０００円

馬連： ５６，５９３，８００円 馬単： ４０，８７０，４００円 ワイド： ２６，２０２，０００円

３連複： ７７，０７２，０００円 ３連単： １３１，４８０，２００円 計： ４０１，１７０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，５４０円 複 勝 � １，９６０円 � １，０７０円 � １９０円 枠 連（１－３） ４，５８０円

馬 連 �� １１７，９９０円 馬 単 �� ３６７，８４０円

ワ イ ド �� １３，９９０円 �� ４，１４０円 �� ４，１５０円

３ 連 複 ��� １４３，２８０円 ３ 連 単 ��� ２，０６４，５２０円

票 数

単勝票数 計 １９６４３０ 的中 � １８１３（１１番人気）
複勝票数 計 ３３８４４７ 的中 � ３７２８（１２番人気）� ７１０９（１０番人気）� ６５２９４（２番人気）
枠連票数 計 １５４６４０ 的中 （１－３） ２４９５（１６番人気）
馬連票数 計 ５６５９３８ 的中 �� ３５４（８３番人気）
馬単票数 計 ４０８７０４ 的中 �� ８２（１８４番人気）
ワイド票数 計 ２６２０２０ 的中 �� ４５７（７２番人気）�� １５６６（３９番人気）�� １５６０（４０番人気）
３連複票数 計 ７７０７２０ 的中 ��� ３９７（１９８番人気）
３連単票数 計１３１４８０２ 的中 ��� ４７（１６３１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．２―１１．６―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．１―４５．７―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バーニングハート �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１２．８．１２ 新潟１２着

２０１０．４．１６生 牝２鹿 母 ムーンライトソナタ 母母 ブルースフォーユー ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘヴンリーハート号は，平成２４年１０月２３日まで平地競走に出走できない。

第４回 中山競馬 第７日



２５０７５ ９月２３日 雨 重 （２４中山４）第７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

５１０ コスモマイギフト 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 ４８４－ ２１：５４．６ ３．３�

８１６ カジノロワイヤル 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４２６－１０１：５４．７� ２２．１�
２４ トゥルーマートル 牝３黒鹿５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４３０－ ２１：５５．１２� １３．１�
３６ アスタプロント �３栗 ５６ N．ピンナ �サンデーレーシング 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ６１：５５．３� ４５．０�

（伊）

１１ クラールハイト 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信吉田 和美氏 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ４４８－ ４１：５５．５１� ３４．４�
２３ キョウワアーク 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 ４９４－１２ 〃 ハナ １０２．５�
６１２ ブライトシャドウ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘飯塚 知一氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４４８－ ６ 〃 ハナ ３．５	
７１４ エアロケット 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 
ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４８＋１２１：５６．２４ １３．１�
４７ マサノジンライ 牡３栗 ５６ 村田 一誠中村 時子氏 栗田 徹 日高 道見牧場 ４７４－ ８１：５６．４１� ８４．４�
５９ ロトスカイハイ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成國武 佳博氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４６０＋ ２１：５６．５� ４．５
８１５ ナイトホークス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義吉田 和美氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４７４± ０ 〃 ハナ ８．２�
１２ フェイスバリュー 牝３青鹿５４ 中舘 英二 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４６８－ ２１：５７．２４ ５８．２�
７１３ ビットアレグロ 牡３栗 ５６ 大庭 和弥礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４７４＋１２１：５７．７３ ４２．３�
４８ ボーナラテルツァ 牝３芦 ５４

５１ ▲杉原 誠人飯田 良枝氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 ４５２－ ２１：５７．９１� ２４３．５�
３５ フェルドスパー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治有限会社シルク高橋 文雅 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８－１２１：５８．０� １２０．０�
６１１ センノメグミ 牝３青鹿 ５４

５２ △嶋田 純次本田 恒雄氏 武市 康男 新ひだか 水上 習孝 B４５６± ０２：００．３大差 ３０７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，４３８，２００円 複勝： ４０，５０９，９００円 枠連： ２１，３２１，２００円

馬連： ５６，１８０，９００円 馬単： ３７，４９６，９００円 ワイド： ２７，８１４，０００円

３連複： ８０，５５７，６００円 ３連単： １２４，１２９，３００円 計： ４１２，４４８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ４９０円 � ２７０円 枠 連（５－８） ６００円

馬 連 �� ４，２００円 馬 単 �� ８，０００円

ワ イ ド �� １，５３０円 �� ６００円 �� ２，４１０円

３ 連 複 ��� １２，２７０円 ３ 連 単 ��� ５４，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２４４３８２ 的中 � ５９１３１（１番人気）
複勝票数 計 ４０５０９９ 的中 � ８９２８９（１番人気）� １７３０３（７番人気）� ３７３８７（５番人気）
枠連票数 計 ２１３２１２ 的中 （５－８） ２６５５１（２番人気）
馬連票数 計 ５６１８０９ 的中 �� ９８７５（１５番人気）
馬単票数 計 ３７４９６９ 的中 �� ３４６１（３０番人気）
ワイド票数 計 ２７８１４０ 的中 �� ４３９５（１７番人気）�� １２２３７（５番人気）�� ２７３５（２７番人気）
３連複票数 計 ８０５５７６ 的中 ��� ４８４８（３５番人気）
３連単票数 計１２４１２９３ 的中 ��� １６７７（１６１番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．１―１３．２―１３．５―１２．７―１２．８―１２．３―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．０―３８．２―５１．７―１：０４．４―１：１７．２―１：２９．５―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．４
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモマイギフト �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 スピニングワールド デビュー ２０１１．１０．９ 東京２着

２００９．２．２０生 牡３黒鹿 母 マイアドレス 母母 フ ル ー ム １４戦１勝 賞金 １９，４６０，０００円
〔制裁〕 トゥルーマートル号の騎手吉田豊は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１４番・１３番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 センノメグミ号は，平成２４年１０月２３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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 エイワイエミツ号・ハルカ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２５０７６ ９月２３日 雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２４中山４）第７日 第４競走 ��３，２００�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時４５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 １２，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，０００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円� コースレコード３：３１．０良・良

３３ サンレイデューク 牡４鹿 ６０ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４５６－１６３：３７．３ １３．９�

３４ ハ ク サ ン 牡６黒鹿６０ 石神 深一篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４４０＋ ２３：３７．４� ８．６�
２２ トーセンオーパス �６鹿 ６１ 横山 義行島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４５０－ ４３：３７．５� ３．６�
５７ シャイニーブラック �５黒鹿６１ 熊沢 重文小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４６２＋ ６３：３７．９２� １２．４�
６９ ビービースカット 牡５青鹿６１ 柴田 大知�坂東牧場 田中 剛 日高 森本牧場 ５００－１６ 〃 クビ ３．７�
１１ リザーブカード 牡９鹿 ６０ 山本 康志 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５００＋ ６３：３８．０� ９．８	
７１２ ボストンプラチナ 牡５青鹿６０ 草野 太郎ボストンホース
 嶋田 功 日高 浦新 徳司 ４４２± ０３：３８．３２ ６７．８�
８１４ クリスマドンナ 牝５黒鹿５８ 金子 光希�ターフ・スポート伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 ４９６＋１６３：３９．５７ ８１．３�
４６ シゲルハッサク 牡３芦 ５８

５６ ▲森 一馬森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 井高牧場 ４７２－ ２３：４０．１３� １６．１
４５ ドラゴンハンター 牡５青鹿６０ 植野 貴也櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 B４９４＋ ４３：４０．３１� ３１．９�
６１０ メジロサンノウ 牡４黒鹿６０ 大江原 圭岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４８０＋２２３：４０．５� ５１．５�
５８ � レ ン デ ィ ル �６芦 ６０ 五十嵐雄祐広尾レース
 藤沢 和雄 愛 Rockhart

Trading Ltd B５１２± ０３：４１．３５ ５．９�
７１１	 スマートカンパニー �６鹿 ６０ 平沢 健治岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか ダイイチ牧場 ４７０＋ ６ 〃 クビ ６１．７�
８１３ ナ ド レ 牝６鹿 ５８ 浜野谷憲尚吉橋 計氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４３：４４．４大差 ９８．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，７７９，８００円 複勝： ２７，１９８，１００円 枠連： １５，９３２，２００円

馬連： ４１，９０４，４００円 馬単： ３０，６２４，３００円 ワイド： ２０，１２１，９００円

３連複： ６４，０１６，５００円 ３連単： １０１，７６９，１００円 計： ３１７，３４６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ３００円 � ２００円 � １５０円 枠 連（３－３） ６，８１０円

馬 連 �� ６，４７０円 馬 単 �� １１，９３０円

ワ イ ド �� １，５００円 �� ８５０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ５，１４０円 ３ 連 単 ��� ４７，３３０円

票 数

単勝票数 計 １５７７９８ 的中 � ８９９８（７番人気）
複勝票数 計 ２７１９８１ 的中 � １９６４４（５番人気）� ３４８２５（４番人気）� ６０９５４（１番人気）
枠連票数 計 １５９３２２ 的中 （３－３） １７２８（２０番人気）
馬連票数 計 ４１９０４４ 的中 �� ４７８１（２４番人気）
馬単票数 計 ３０６２４３ 的中 �� １８９５（４３番人気）
ワイド票数 計 ２０１２１９ 的中 �� ３１２２（２２番人気）�� ５７６０（８番人気）�� １１７１０（３番人気）
３連複票数 計 ６４０１６５ 的中 ��� ９２０９（１６番人気）
３連単票数 計１０１７６９１ 的中 ��� １５８７（１６０番人気）

上り １マイル １：４７．５ ４F ５２．３－３F ３９．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンレイデューク �
�
父 デュランダル �

�
母父 Cozzene デビュー ２０１０．１２．２５ 阪神１０着

２００８．３．２４生 牡４鹿 母 サンレイククイン 母母 レイクワース 障害：５戦２勝 賞金 ２２，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ゴールデンガッツ号



２５０７７ ９月２３日 雨 稍重 （２４中山４）第７日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時３５分 （芝・右・外）

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

１２ レオハイタッチ 牡２鹿 ５４ 吉田 豊田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４６８ ―１：３８．１ １７．９�

３６ タカラプリンス 牡２黒鹿５４ 丸田 恭介村山 義男氏 国枝 栄 新冠 大栄牧場 ４６２ ―１：３８．３１� ７．２�
４７ ボンジュールココロ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 ４５８ ― 〃 クビ ２．８�
４８ ハ イ ワ ン 牡２鹿 ５４ 宮崎 北斗井上 久光氏 高市 圭二 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４０２ ―１：３８．４� ６９．３�
８１５ ベストドロップ 牡２栗 ５４ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド ４４０ ―１：３８．６１� ２５．１�
５９ デュルリアン 牝２青鹿５４ 吉田 隼人阿部 紀子氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 ４５８ ― 〃 ハナ １１．８�
８１６ ジーガーガーネット 牡２栗 ５４

５１ ▲西村 太一�ジーガー 和田 正道 新冠 須崎牧場 ４２０ ―１：３８．７� １５４．８	
２４ マイネルパイレーツ 牡２栗 ５４ 大野 拓弥 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴崎 勇 新冠 ビッグレッドファーム ４８８ ―１：３８．８� ５１．４�
２３ オリオンザレヴリ 牡２青鹿５４ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４４４ ― 〃 アタマ １３５．６�
１１ オ ン ア イ ス 牝２栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 ４４６ ― 〃 ハナ ４０．１
６１１ シャトーザール 牡２芦 ５４ 武士沢友治円城 幸男氏 根本 康広 日高 宝寄山 忠則 ４５８ ―１：３９．０１� ９１．８�
５１０ クォンタムビット 牡２栗 ５４ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 ４６２ ― 〃 クビ ３７．２�
６１２ プリズンブレーク 牡２青 ５４ 蛯名 正義細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 中本 隆志 ４３２ ―１：３９．４２� １０．４�
７１３ ダイワフォスター 牡２鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４４０ ―１：３９．８２� １６．１�
７１４ メ イ ラ ー ド 牡２栗 ５４ N．ピンナ �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５６ ―１：３９．９� ４．１�

（伊）

３５ ボンジュールリリー 牝２芦 ５４ 鈴来 直人田中善次郎氏 小野 次郎 浦河 荻伏服部牧場 ４５８ ―１：４０．４３ １６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０３０，５００円 複勝： ３０，３１７，８００円 枠連： ２０，２９６，５００円

馬連： ５３，１６０，０００円 馬単： ３７，０７９，５００円 ワイド： ２５，１６６，４００円

３連複： ７１，７３５，８００円 ３連単： １１５，７０７，４００円 計： ３７４，４９３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７９０円 複 勝 � ４３０円 � ２７０円 � １３０円 枠 連（１－３） ２，９５０円

馬 連 �� ９，２３０円 馬 単 �� ２４，０７０円

ワ イ ド �� ２，２８０円 �� ７５０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ７，３５０円 ３ 連 単 ��� ９１，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２１０３０５ 的中 � ９３０６（８番人気）
複勝票数 計 ３０３１７８ 的中 � １３５１３（８番人気）� ２５１８４（３番人気）� ９３１２７（１番人気）
枠連票数 計 ２０２９６５ 的中 （１－３） ５０９１（１４番人気）
馬連票数 計 ５３１６００ 的中 �� ４２５３（３３番人気）
馬単票数 計 ３７０７９５ 的中 �� １１３７（７６番人気）
ワイド票数 計 ２５１６６４ 的中 �� ２５７３（２９番人気）�� ８３９０（６番人気）�� １０１６６（４番人気）
３連複票数 計 ７１７３５８ 的中 ��� ７２１０（２２番人気）
３連単票数 計１１５７０７４ 的中 ��� ９２９（２９４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１１．９―１２．３―１２．８―１２．５―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．９―３５．８―４８．１―１：００．９―１：１３．４―１：２５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．２

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

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

勝馬の
紹 介

レオハイタッチ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 オペラハウス 初出走

２０１０．２．２７生 牡２鹿 母 レオソレイユ 母母 ホマレノプリンセス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ハイワン号の騎手柴山雄一は，負傷のため宮崎北斗に変更。
〔制裁〕 オンアイス号の調教師谷原義明は，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。
※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 アルマドラーゴ号・タサジャラ号・マイネルアンテロス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２５０７８ ９月２３日 雨 稍重 （２４中山４）第７日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１３時０５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

２４ アポロオラクル 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 ４２６ ―１：１１．１ ７．１�

３５ � ココロノスポーツ 牝２鹿 ５４ 田中 博康スリースターズレーシング 木村 哲也 米 John C.
Oxley ４６４ ―１：１１．３１� １０．２�

７１３� トゥールモンド 牡２栗 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael
Verspieren ４５４ ― 〃 ハナ ３．０�

５１０ オーペドアンジョ 牡２青 ５４ 石橋 脩桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 ４１０ ― 〃 ハナ ２８．４�
７１４ ポークチョップ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 ４４２ ―１：１１．５１� ２８．７�
４７ ドラゴンブラザーズ 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成窪田 康志氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ４７２ ―１：１１．９２� ９．６�
６１１ フェスティヴショウ 牡２栗 ５４

５１ ▲原田 和真臼井義太郎氏 天間 昭一 様似 土井 仁 ４３４ ― 〃 クビ ７８．６	
４８ タカラクルーズ 牡２栗 ５４ 木幡 初広村山 義男氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４５４ ―１：１２．７５ ８３．８

２３ キープインタッチ 牡２鹿 ５４ 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４８２ ― 〃 クビ ３．６�
８１５ エースカイザー 牡２黒鹿５４ 大野 拓弥新川 敏弘氏 松山 康久 茨城 栗山 道郎 ４７６ ―１：１３．０１	 ２１．１�
１２ バシニアティヴ 牝２栗 ５４ 黛 弘人石橋 英郎氏 高橋 義博 洞爺湖 メジロ牧場 ４５２ ― 〃 クビ ４２．０
８１６ フィンガークロス 牡２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４７２ ―１：１３．１� １４．１�
５９ ルルドバシリカ 牡２青鹿５４ 丸田 恭介日下部勝�氏 高橋 義博 青森 長谷地 義正 ４５２ ―１：１３．３１ ５０．２�
６１２ ピ ン グ ン 牝２芦 ５４ 津村 明秀重松 國建氏 黒岩 陽一 日高 坂東ファーム ４５８ ―１：１３．４	 ６４．５�
３６ フレンドメモリー 牝２栗 ５４ 丹内 祐次横尾 晴人氏 清水 美波 新ひだか 友田牧場 ４１０ ―１：１３．５クビ ６７．０�
１１ ナモンシャドゥ 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４５６ ―１：１８．１大差 １１５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，５３８，７００円 複勝： ３２，３０６，０００円 枠連： ２２，０９０，０００円

馬連： ５４，７７５，９００円 馬単： ３６，８６６，４００円 ワイド： ２３，９４１，５００円

３連複： ６９，０５８，３００円 ３連単： １０９，０４５，５００円 計： ３７０，６２２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２３０円 � ３００円 � １４０円 枠 連（２－３） １，３３０円

馬 連 �� ３，１５０円 馬 単 �� ７，３４０円

ワ イ ド �� １，２６０円 �� ５４０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ４，０９０円 ３ 連 単 ��� ３１，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２２５３８７ 的中 � ２５０７８（３番人気）
複勝票数 計 ３２３０６０ 的中 � ３２９８２（３番人気）� ２２６６５（６番人気）� ８１９１２（１番人気）
枠連票数 計 ２２０９００ 的中 （２－３） １２３３３（６番人気）
馬連票数 計 ５４７７５９ 的中 �� １２８６８（１１番人気）
馬単票数 計 ３６８６６４ 的中 �� ３７１１（２７番人気）
ワイド票数 計 ２３９４１５ 的中 �� ４４６９（１６番人気）�� １１４３９（２番人気）�� ９２３１（６番人気）
３連複票数 計 ６９０５８３ 的中 ��� １２４７８（９番人気）
３連単票数 計１０９０４５５ 的中 ��� ２５５１（８６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１１．８―１１．６―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．８―３５．６―４７．２―５８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３５．５
３ ・（２，５）１３（４，１５）（１２，１６）６（１０，１４）－（３，１１）８，７＝９＝１ ４ ・（２，５）１３，４，１５（１６，１４）－（６，１２，１０）（３，７，１１）８＝９＝１

勝馬の
紹 介

アポロオラクル �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 ウォーニング 初出走

２０１０．４．２生 牡２鹿 母 ベ ル ビ オ ラ 母母 フリーウィル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ピングン号の騎手柴山雄一は，負傷のため津村明秀に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナモンシャドゥ号は，平成２４年１０月２３日まで平地競走に出走できない。



２５０７９ ９月２３日 雨 不良 （２４中山４）第７日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３５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

４７ テンゲントッパ 牡４黒鹿５７ 北村 宏司石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４４８－ ６１：５３．５ １．８�

１２ トウショウロジック 牡５鹿 ５７ 松岡 正海トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０８－ ４ 〃 クビ ３．２�
６１２� ハヤブサエミネンス 牝５鹿 ５５ 横山 典弘武田 修氏 伊藤 圭三 米 Grand Farm ４５０－ ２１：５４．１３� ２９．６�
８１６ ノッティングボーイ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 ４９０－ ８１：５４．８４ ８．６�
１１ キョウエイヒドラ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 鮫川 啓一 ４９２＋１６１：５５．１１	 ７３．４�
３５ リアルファッション 牝３芦 ５２ 柴田 善臣有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ８１：５５．２� １８．１�
７１３� アポロスカイナイト 牡４鹿 ５７ 中舘 英二アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米

Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

４５８＋ ２１：５５．８３� １６．７	
５１０ アードバーク 牡３鹿 ５４ 柴田 大知石川 幸司氏 保田 一隆 浦河 三栄牧場 ４７６－ ２１：５５．９� １９６．８

７１４� リバイヴエンブレム 牡３鹿 ５２ 津村 明秀 �キャロットファーム 松永 幹夫 豪 Arrowfield

Group Pty Ltd ４４０± ０ 〃 クビ １４８．３�
３６ クールスター 牡３青鹿５４ 荻野 琢真スリースターズレーシング 木村 哲也 新冠 村上牧場 ４７０－ ８１：５６．０	 ３１．０
２４ リネンタキシード 牡５青鹿５７ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ５２８－ ６１：５６．３２ １７４．２�
８１５ アイティテイオー 牡４栗 ５７ 大野 拓弥一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５４± ０１：５６．４� ３０．９�
４８ 
 セルリアンディンゴ 牡４黒鹿５７ 木幡 初広�イクタ 天間 昭一 むかわ フラット牧場 ４８６＋１６１：５６．６１� １９０．０�
６１１ アグネスグローリー 牡４栗 ５７

５４ ▲杉原 誠人渡辺 孝男氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４８８－ ４１：５７．２３� １４７．９�
５９ ロ ザ ラ イ ン 牝３鹿 ５２ 武士沢友治吉田 正志氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム ４４４－ ６１：５７．４１� ２２６．５�
２３ ジプシーキング 牡３青鹿５４ 三浦 皇成吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ６１：５７．５クビ １０２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，０８９，３００円 複勝： ５８，８７９，６００円 枠連： ２０，７５８，３００円

馬連： ６５，８７５，０００円 馬単： ５５，５０１，５００円 ワイド： ２８，７８９，２００円

３連複： ８７，２１４，８００円 ３連単： １８８，６４４，０００円 計： ５３０，７５１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ３２０円 枠 連（１－４） ２７０円

馬 連 �� ２９０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ４３０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� １，４００円 ３ 連 単 ��� ３，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２５０８９３ 的中 � １１０７７５（１番人気）
複勝票数 計 ５８８７９６ 的中 � ３４７４７４（１番人気）� ８１３６８（２番人気）� １８６９０（６番人気）
枠連票数 計 ２０７５８３ 的中 （１－４） ５６８８９（１番人気）
馬連票数 計 ６５８７５０ 的中 �� １７３４２１（１番人気）
馬単票数 計 ５５５０１５ 的中 �� ９５６２０（１番人気）
ワイド票数 計 ２８７８９２ 的中 �� ５６９３７（１番人気）�� １４７４６（４番人気）�� ５１８８（１４番人気）
３連複票数 計 ８７２１４８ 的中 ��� ４６１６７（４番人気）
３連単票数 計１８８６４４０ 的中 ��� ３５８２２（７番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．６―１２．５―１２．８―１２．３―１２．５―１２．５―１２．７―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．７―３７．２―５０．０―１：０２．３―１：１４．８―１：２７．３―１：４０．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テンゲントッパ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Wild Again デビュー ２０１０．７．３ 福島１２着

２００８．２．２５生 牡４黒鹿 母 ジェミーブロッサム 母母 パレイシャルアフェア ２７戦２勝 賞金 ５０，０１４，０００円

２５０８０ ９月２３日 雨 重 （２４中山４）第７日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時０５分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

５８ コスモグレースフル 牡３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 ４８６－ ８１：５０．０ ３．６�

８１４ ガーネットチャーム 牝３鹿 ５２ 横山 典弘 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム ４２８－ ２１：５０．１� ３．２�
４６ ステージナーヴ 牡３黒鹿５４ 木幡 初広 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４２４＋ ４１：５０．３１� １３．４�
４５ カシノスターライト 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 ５１４＋１４ 〃 ハナ １０．８�
６９ ミッキーレモン 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム ４８８＋ ４１：５０．５１� １０．０�
７１１ マツリダジャパン �５青 ５７ 宮崎 北斗�橋 文枝氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ４５６－ ６ 〃 ハナ ３７．３�
６１０� ブルースビスティー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 ４５６－ ２１：５０．６クビ ６９．２	
８１３� ルーナピエーナ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹�樽さゆり氏 新開 幸一 日高 川島 良一 ４５４＋ ４ 〃 ハナ ６４．２

５７ フィロパトール 牝３鹿 ５２ 松岡 正海高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 ４５２＋ ３ 〃 クビ ４６．０�
２２ スリーケインズ 牡４芦 ５７

５４ ▲西村 太一永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４６６－ ８１：５０．９２ ２２４．５
７１２ サニーエリザベス 牝５鹿 ５５

５３ △嶋田 純次宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４１０± ０１：５１．４３ １７６．２�

３４ � サトノナイト �４鹿 ５７ 三浦 皇成里見 治氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ４９４－ ９１：５１．６１� ８．５�
１１ ヤ ヤ ラ ー ラ 牝３鹿 ５２ 吉田 隼人星野 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 ４３６＋ ２１：５１．８	 ５．７�
３３ アルコシエロ 牝３栗 ５２ 中谷 雄太 �MSプランニング 高市 圭二 新ひだか 畠山牧場 ４５８＋３４１：５６．２大差 １０８．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，４６５，９００円 複勝： ３８，９８３，０００円 枠連： ２０，１７１，５００円

馬連： ８０，９７５，５００円 馬単： ５１，５９８，９００円 ワイド： ３２，３０３，０００円

３連複： ９８，７７４，４００円 ３連単： １７５，３２８，６００円 計： ５２４，６００，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ２４０円 枠 連（５－８） ５３０円

馬 連 �� ５３０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ６４０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� ６，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２６４６５９ 的中 � ５９１４０（２番人気）
複勝票数 計 ３８９８３０ 的中 � ８０８２０（２番人気）� ８９５３８（１番人気）� ３２２９７（４番人気）
枠連票数 計 ２０１７１５ 的中 （５－８） ２８５５２（１番人気）
馬連票数 計 ８０９７５５ 的中 �� １１４０３４（１番人気）
馬単票数 計 ５１５９８９ 的中 �� ３４０１７（２番人気）
ワイド票数 計 ３２３０３０ 的中 �� ３２５３８（１番人気）�� １１４６４（１０番人気）�� １５８４６（４番人気）
３連複票数 計 ９８７７４４ 的中 ��� ５２４８２（３番人気）
３連単票数 計１７５３２８６ 的中 ��� １９２３６（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３５．４―４７．８―１：００．２―１：１２．４―１：２４．６―１：３６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．６
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモグレースフル �
�
父 ラスカルスズカ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１０．２２ 東京９着

２００９．４．２２生 牡３鹿 母 サインボード 母母 ノスタルジア １２戦２勝 賞金 ２１，１２０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルコシエロ号は，平成２４年１０月２３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） １頭 カフェコンセール号
（非抽選馬） ３頭 アポロズスピアー号・ニシノクエーサー号・マウントビスティー号



２５０８１ ９月２３日 雨 重 （２４中山４）第７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；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 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３０．７
１：３０．７

良

良

４４ ラ ロ メ リ ア �４鹿 ５７ 田辺 裕信 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４２８－１２１：３４．８ １３．２�

６７ レ イ カ ー ラ 牝３鹿 ５３ 石橋 脩下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ４３０－ ８ 〃 クビ ３．０�
３３ レ ト 牡５鹿 ５７ 北村 宏司伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４６６＋ ４１：３５．０１� ２１．６�
６８ ディープサウンド 牡４鹿 ５７ N．ピンナ 増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８２＋１０１：３５．４２	 １１．５�

（伊）

７９ ロイヤルクレスト 牡４栃栗５７ 横山 典弘�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ５２４＋ ２ 〃 クビ ３．６�
５５ ブレイクナイン 牡６黒鹿５７ 三浦 皇成青山 洋一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 ５０４＋ ４１：３５．６
 ４９．０�
７１０ ゴールドスマイル 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４７４＋ ２ 〃 クビ １４６．４	
８１１� ダブルオーセブン 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣加藤 雅一氏 古賀 史生 日高 新生ファーム ４８０＋ ６１：３５．８１ ４５．７

５６ 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± ０ 〃 クビ ５．１�
２２ フェスティヴタロー 牡３栗 ５５ 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 ４７６＋ ４ 〃 ハナ ５．８�
１１ ヒカルアカツキ �５青鹿５７ 勝浦 正樹高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４６０－ ４１：３６．３３ ９２．０
８１２ ヤマニンアストレア 牝５黒鹿５５ 吉田 隼人土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４５４± ０１：３６．５１� ９２．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３８，５５１，８００円 複勝： ６０，１２９，１００円 枠連： ２２，３１７，２００円

馬連： １２９，１１６，５００円 馬単： ７３，８４０，０００円 ワイド： ４３，８０６，６００円

３連複： １４７，０３６，６００円 ３連単： ２８７，０５８，８００円 計： ８０１，８５６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３２０円 複 勝 � ３１０円 � １６０円 � ３８０円 枠 連（４－６） １，２４０円

馬 連 �� １，５９０円 馬 単 �� ４，５３０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� １，４９０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ７，９２０円 ３ 連 単 ��� ４９，３９０円

票 数

単勝票数 計 ３８５５１８ 的中 � ２３０９６（６番人気）
複勝票数 計 ６０１２９１ 的中 � ４５３０８（５番人気）� １２６６５３（１番人気）� ３５４１８（７番人気）
枠連票数 計 ２２３１７２ 的中 （４－６） １３３２１（６番人気）
馬連票数 計１２９１１６５ 的中 �� ６０２４８（７番人気）
馬単票数 計 ７３８４００ 的中 �� １２０３５（１８番人気）
ワイド票数 計 ４３８０６６ 的中 �� １６９７８（７番人気）�� ７０７９（１９番人気）�� ８９３５（１７番人気）
３連複票数 計１４７０３６６ 的中 ��� １３７０７（２６番人気）
３連単票数 計２８７０５８８ 的中 ��� ４２９０（１６１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．９―３５．５―４６．９―５８．７―１：１０．７―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３６．１

３ ９，１０（２，１２）５（１，８）３，７，４，６，１１
２
４

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

ラ ロ メ リ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．５．７ 新潟２着

２００８．４．１２生 �４鹿 母 ファインセラ 母母 ビ ワ ハ イ ジ １３戦３勝 賞金 ４５，１８８，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２５０８２ ９月２３日 雨 不良 （２４中山４）第７日 第１０競走 ��
��１，８００�

い ち は ら

市 原 特 別
発走１５時１０分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１２� グレイレジェンド 牡４芦 ５７ 木幡 初広小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 ４７２＋ ８１：５３．３ ６．４�

１１ アントウェルペン 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか グランド牧場 B５００＋ ４１：５３．８３ １４．９�
１２ ス カ ー レ ル 牝３栗 ５２ 三浦 皇成吉田 照哉氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：５３．９� ２７．７�
３５ ガリレオバローズ 牡４黒鹿５７ 北村 宏司猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５３０－ ４１：５４．３２	 １３．５�
４７ � ヘ リ オ ス 牡５栗 ５７ 丸田 恭介新木 鈴子氏 高柳 瑞樹 日高 ナカノファーム B４８２＋ ６１：５４．４クビ １０１．８�
３６ � ドゥーアップ 牡４鹿 ５７ N．ピンナ �ヒダカファーム木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム B５１８＋ ２ 〃 クビ ５．６�

（伊）

２３ ドリームアライブ 
６黒鹿５７ 村田 一誠前田 晋二氏 田中 剛 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４４＋ ６１：５４．８２	 ５４．９	
７１４ ホノカアボーイ 牡４黒鹿５７ 田中 博康 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４６８－ ２１：５４．９クビ １０．５

４８ � ダイヤノゲンセキ 
４黒鹿５７ 横山 典弘 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム ５１８＋ ６１：５５．０	 ４．４�
６１１� プ ル プ ル 牝６鹿 ５５ 吉田 豊栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 辻 牧場 ４４０－ ４１：５５．６３	 ２９６．５�
７１３ グァンタナメラ 牝５黒鹿５５ 石橋 脩齊藤四方司氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４７０＋ ２１：５５．９１� ５４．５
２４ ディアビリーヴ 牡５青鹿５７ 蛯名 正義寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 B５０２＋ ２１：５６．１１	 ４．５�
８１６ シルクドミニオン 牡６栗 ５７ 大野 拓弥有限会社シルク粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４８２－ ６１：５６．５２	 ２４９．９�
８１５ アポロマーベリック 牡３鹿 ５４ 中舘 英二アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 ４９４－ ４１：５７．０３ ２８．４�
５９ セイカフォルトゥナ 牝３栗 ５２ 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 ４７４＋ ２１：５７．１	 ９．６�
５１０ ウネントリッヒ 牝５栗 ５５ 勝浦 正樹宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 ４５６－ ２１：５８．２７ ９３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，０７２，４００円 複勝： ６４，７８４，９００円 枠連： ３４，０９８，２００円

馬連： １６１，９１７，２００円 馬単： ８６，３２３，６００円 ワイド： ５４，３６１，５００円

３連複： ２０５，７９７，７００円 ３連単： ３５３，１６９，７００円 計： ９９８，５２５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２８０円 � ５５０円 � ７４０円 枠 連（１－６） ３，５３０円

馬 連 �� ６，７５０円 馬 単 �� １１，４１０円

ワ イ ド �� ２，２５０円 �� ２，６１０円 �� ４，４００円

３ 連 複 ��� ４８，３４０円 ３ 連 単 ��� １８６，８４０円

票 数

単勝票数 計 ３８０７２４ 的中 � ４７４９２（４番人気）
複勝票数 計 ６４７８４９ 的中 � ７０９７２（４番人気）� ３００４１（８番人気）� ２１０９５（１０番人気）
枠連票数 計 ３４０９８２ 的中 （１－６） ７１４１（１９番人気）
馬連票数 計１６１９１７２ 的中 �� １７７０５（２４番人気）
馬単票数 計 ８６３２３６ 的中 �� ５５８７（４５番人気）
ワイド票数 計 ５４３６１５ 的中 �� ５９９６（２８番人気）�� ５１４２（３６番人気）�� ３０１２（５１番人気）
３連複票数 計２０５７９７７ 的中 ��� ３１４２（１４２番人気）
３連単票数 計３５３１６９７ 的中 ��� １３９５（６０７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．５―１２．５―１２．３―１２．２―１２．８―１３．４―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３６．５―４９．０―１：０１．３―１：１３．５―１：２６．３―１：３９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．８
１
３
１（９，１５）（２，４）（３，８，１０）（７，１４）（５，６）１３－（１１，１２）＝１６
１（９，１５）（２，８）（３，４，７，１０）（５，６，１４，１３）１２－１１＝１６

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

勝馬の
紹 介

�グレイレジェンド �
�
父 トワイニング �

�
母父 コマンダーインチーフ

２００８．４．１７生 牡４芦 母 オグリクェスチョン 母母 オグリホワイト １０戦３勝 賞金 ３５，１１９，０００円
初出走 JRA

※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。
（非抽選馬） ８頭 アイノグロー号・イッシンドウタイ号・コウユーヒーロー号・コスモイーチタイム号・コスモナダル号・

タクティクス号・トウショウセレクト号・トミケンユークアイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目 ３レース目



２５０８３ ９月２３日 雨 重 （２４中山４）第７日 第１１競走 ��
��２，２００�第５８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５３�４歳以上５６�，牝馬
２�減，２３．９．２４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，２３．９．２３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 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 １，１２０，０００円 ３２０，０００円 １６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．０

良

良

７１３ ナカヤマナイト 牡４栗 ５６ 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ４８２＋１０２：１５．５ ３．１�

２３ ダイワファルコン 牡５鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５０４± ０２：１５．７１� １３．７�
４８ ユニバーサルバンク 牡４黒鹿５６ N．ピンナ �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５６－１０２：１５．８� １９．４�

（伊）

１２ ル ル ー シ ュ 牡４黒鹿５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１８＋１０２：１５．９クビ ２．４�
８１６	 コスモファントム 牡５鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds ５０６－ ４２：１６．３２� ３０．３�
３５ メイショウカンパク 牡５黒鹿５６ 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４８０－ ４ 〃 ハナ ４２．０�
５１０ サンテミリオン 牝５黒鹿５４ 三浦 皇成吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４８４＋１０ 〃 クビ １０１．８	
３６ マイネルキッツ 牡９栗 ５７ 松岡 正海 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B４９４－１４２：１６．４� ５２．０�
５９ ダ コ ー ル 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三
ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４＋ ６２：１６．５クビ ７．４�
１１ アースシンボル 牝７鹿 ５４ 木幡 初広松山 増男氏 宗像 義忠 三石 城地 清満 ４７８－１２ 〃 ハナ ２５８．６
６１２ ヒットザターゲット 牡４栗 ５６ 古川 吉洋前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００－ ２２：１７．０３ ２６．０�
８１５ マイネルスターリー 牡７鹿 ５６ 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 門別 野島牧場 ４７２－ ８２：１７．２� ８０．１�
７１４ ネヴァブション 牡９黒鹿５６ 吉田 隼人廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４７２－ ６２：１７．９４ １８２．９�
４７ ラッキーバニラ 牡５青鹿５６ 中舘 英二吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B４９４± ０２：２４．７大差 ２１．６�
２４ コスモラピュタ 牡５鹿 ５６ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４７６－ ２２：２５．９７ １６．２�
６１１ スノークラッシャー 牡７栃栗５６ 石橋 脩堀江 貞幸氏 土田 稔 鵡川 上水牧場 ４４８－ ４ （競走中止） ３２３．０�

（１６頭）

売 得 金
単勝： １３２，５０４，８００円 複勝： １６３，８３０，１００円 枠連： １１１，８６１，８００円 馬連： ５５４，５９１，１００円 馬単： ３２０，５０５，７００円

ワイド： １７５，９０６，８００円 ３連複： ７６７，２１４，１００円 ３連単： １，５８１，９７５，５００円 ５重勝： ８２６，１９３，７００円 計： ４，６３４，５８３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � ３９０円 � ５１０円 枠 連（２－７） １，２７０円

馬 連 �� １，７９０円 馬 単 �� ２，７４０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� １，０７０円 �� ２，６２０円

３ 連 複 ��� ８，１４０円 ３ 連 単 ��� ３１，９４０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����� ３５３，４７０円

票 数

単勝票数 計１３２５０４８ 的中 � ３３７１７３（２番人気）
複勝票数 計１６３８３０１ 的中 � ３５７４６８（２番人気）� ９７９９２（４番人気）� ６９３９３（６番人気）
枠連票数 計１１１８６１８ 的中 （２－７） ６５２０４（５番人気）
馬連票数 計５５４５９１１ 的中 �� ２２９７６７（６番人気）
馬単票数 計３２０５０５７ 的中 �� ８６５１８（９番人気）
ワイド票数 計１７５９０６８ 的中 �� ６５６２７（５番人気）�� ４０４９５（１０番人気）�� １５８６７（２９番人気）
３連複票数 計７６７２１４１ 的中 ��� ６９５７０（２６番人気）
３連単票数 計１５８１９７５５ 的中 ��� ３６５５６（８９番人気）
５重勝票数 計８２６１９３７ 的中 ����� １７２５

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．４―１２．５―１２．６―１２．９―１２．６―１２．６―１２．０―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．９―３６．３―４８．８―１：０１．４―１：１４．３―１：２６．９―１：３９．５―１：５１．５―２：０３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．０
１
３
４（２，７）（１０，３）１６（８，１３）（１２，１５）１，５（６，９，１４）＝１１・（４，７，３）１３（２，１６，８，１４）１２（１０，１）（５，１５）（６，９）

２
４

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

勝馬の
紹 介

ナカヤマナイト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２０１０．８．８ 新潟３着

２００８．３．２４生 牡４栗 母 フィジーガール 母母 ツ バ キ ヒ メ １５戦５勝 賞金 ２２２，５６４，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔競走中止〕 スノークラッシャー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため２コーナーで競走中止。
〔その他〕 ラッキーバニラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ラッキーバニラ号は，平成２４年１０月２３日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２５０８４ ９月２３日 雨 不良 （２４中山４）第７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

４８ ゲーリックストーム 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム ５０４＋ ８１：１１．８ ２２．３�

６１１ デルマダイコク 牡３栗 ５５ 木幡 初広浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ５２０＋１２１：１２．１１� ２．２�
７１３ トーセントレジャー 牡４鹿 ５７ 津村 明秀島川 �哉氏 柴崎 勇 新ひだか 矢野牧場 ４９４＋１０１：１２．２� ２４．４�
２３ アウトオブオーダー 牡６鹿 ５７ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ５０２－ ６ 〃 ハナ １３．８�
８１５ サーストンデンバー 牡３鹿 ５５ 田中 勝春齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 ５１０＋２２ 〃 ハナ ９０．１�
５９ ニシノゲイナー 牡４鹿 ５７ N．ピンナ 西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４５８＋ ２１：１２．３クビ ９．５	

（伊）

３５ バーバラスアゲン 牡３栗 ５５ 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４５０± ０ 〃 クビ １１３．９

３６ スズノライジン 牡３黒鹿５５ 大野 拓弥小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ５００＋ ４ 〃 ハナ １８９．９�
８１６ ブライトシチー 牡３青鹿５５ 柴田 善臣 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 新ひだか 出羽牧場 ４８８－２０１：１２．５� ５．２
４７ シベリアンソアー 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４５６－ ２１：１２．６� １６７．３�
１１ ノボプレシャス 牝３栗 ５３ 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４６４－１２１：１２．８１� ６．８�
２４ コウヨウゼウス 牡３芦 ５５ 松岡 正海寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４６８－ ６１：１３．０� １１１．３�
７１４ キボウダクリチャン 牝３栗 ５３

５０ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 ４５６＋ ８１：１３．２１� １５．０�
１２ マースストロング 牡３栗 ５５ 吉田 隼人キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 鮫川 啓一 B４６０＋ ２１：１３．３クビ １１．０�
５１０� サンマルミニスター 牡３鹿 ５５ 古川 吉洋相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ５２４－ ９ 〃 クビ ２３５．５�
６１２� エ リ ー ゼ 牝４鹿 ５５

５２ ▲横山 和生吉田 好雄氏 鈴木 伸尋 浦河 林 孝輝 ４３６－１４１：１３．９３� １９１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５８，７９９，４００円 複勝： ７２，２８７，７００円 枠連： ５２，１８０，３００円

馬連： １７１，７０３，０００円 馬単： １０２，４９９，３００円 ワイド： ６６，８５１，８００円

３連複： ２２８，８６６，８００円 ３連単： ４５５，３７７，７００円 計： １，２０８，５６６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２３０円 複 勝 � ４００円 � １４０円 � ４２０円 枠 連（４－６） ２，２５０円

馬 連 �� ２，３８０円 馬 単 �� ７，０４０円

ワ イ ド �� ８８０円 �� ３，６３０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ８，７３０円 ３ 連 単 ��� ６２，７２０円

票 数

単勝票数 計 ５８７９９４ 的中 � ２０８４１（８番人気）
複勝票数 計 ７２２８７７ 的中 � ３８７４５（８番人気）� １９４５７２（１番人気）� ３６６７４（９番人気）
枠連票数 計 ５２１８０３ 的中 （４－６） １７１７７（１１番人気）
馬連票数 計１７１７０３０ 的中 �� ５３４５３（９番人気）
馬単票数 計１０２４９９３ 的中 �� １０７４６（２６番人気）
ワイド票数 計 ６６８５１８ 的中 �� １８９６０（９番人気）�� ４２９７（４０番人気）�� ２４１４９（８番人気）
３連複票数 計２２８８６６８ 的中 ��� １９３６８（３０番人気）
３連単票数 計４５５３７７７ 的中 ��� ５３５９（１９５番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．３―１１．４―１２．５―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．１―３３．５―４６．０―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲーリックストーム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．１２．１８ 阪神１４着

２００８．４．２５生 牡４鹿 母 ストームティグレス 母母 アンファンテ １０戦２勝 賞金 １５，０００，０００円
〔騎手変更〕 サンマルミニスター号の騎手柴山雄一は，負傷のため古川吉洋に変更。
※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 スピーディードータ号・トキノワイルド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（２４中山４）第７日 ９月２３日（日曜日） 雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後重
重後不良

競走回数 １２回 出走頭数 １８４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

２８４，６６０，０００円
６，３８０，０００円
２，５４０，０００円
２５，９５０，０００円
６０，７０８，２５０円
５，７３０，８００円
１，７６６，４００円

勝馬投票券売得金
４４４，０６７，５００円
６６６，０５６，３００円
３７３，２６５，２００円
１，４８６，４６３，２００円
９１２，５０８，４００円
５５３，４３１，３００円
１，９７８，９１４，０００円
３，７５１，１２２，１００円
８２６，１９３，７００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 １０，９９２，０２１，７００円

総入場人員 ２１，１９２名 （有料入場人員 １８，９０９名）


