
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

25013 9月8日 曇 良 （25中山4）第2日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10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

67 メイショウカイモン 牡2鹿 54 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 464－ 61：09．5 20．2�
22 クラシックマーク 牝2栗 54 吉田 豊小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 432－ 81：09．71� 6．1�
33 クラウンデュナミス 牝2黒鹿54 松岡 正海矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 446＋101：10．01� 4．6�
812 マンハッタンヘンジ 牡2黒鹿54 石橋 脩加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 474－10 〃 クビ 1．8�
79 ドラゴンヘッド 牡2栗 54 柴田 善臣田頭 勇貴氏 高橋 文雅 新ひだか 橋本牧場 464－ 41：10．1クビ 18．6�
811 ラブシューペ 牝2青 54 丸山 元気増田 陽一氏 大和田 成 新ひだか 松田牧場 414－ 6 〃 クビ 197．0�
55 ナイトアンドデイ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行	ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 萩澤 俊雄 440－ 41：10．2� 37．6

44 コスモラヴコール 牡2芦 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ファーミングヤナキタ 466＋ 2 〃 クビ 6．9�
11 クリキントン 牝2栗 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 カナイシスタッド 416＋ 61：10．3� 134．0�
68 カシノトロピカル 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 宮崎 田上 勝雄 382－121：11．57 399．2
710 ミスリバティー 牝2栗 54

51 ▲長岡 禎仁 	スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 360＋ 41：12．24 108．4�
56 アフリカンマーチ 牝2栗 54 田中 博康	ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 友田牧場 412－ 8 （競走中止） 65．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，238，800円 複勝： 47，248，700円 枠連： 11，011，400円
馬連： 51，117，200円 馬単： 40，402，100円 ワイド： 24，879，100円
3連複： 67，975，800円 3連単： 145，169，000円 計： 410，042，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 530円 � 280円 � 200円 枠 連（2－6） 6，280円

馬 連 �� 5，330円 馬 単 �� 13，800円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 1，330円 �� 460円

3 連 複 ��� 6，590円 3 連 単 ��� 64，660円

票 数

単勝票数 計 222388 的中 � 8693（6番人気）
複勝票数 計 472487 的中 � 19850（5番人気）� 45397（4番人気）� 75652（2番人気）
枠連票数 計 110114 的中 （2－6） 1296（19番人気）
馬連票数 計 511172 的中 �� 7088（16番人気）
馬単票数 計 404021 的中 �� 2162（35番人気）
ワイド票数 計 248791 的中 �� 4194（16番人気）�� 4435（14番人気）�� 14739（5番人気）
3連複票数 計 679758 的中 ��� 7622（21番人気）
3連単票数 計1451690 的中 ��� 1657（163番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―12．0―11．7―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．5―46．5―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．0
3 ・（5，12）（1，4）（3，10）（7，9）－2－11，8 4 ・（5，12）4（1，3，9）7（10，2）11，8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウカイモン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．23 東京15着

2011．4．17生 牡2鹿 母 マチカネモユルコイ 母母 マチカネモユル 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 アフリカンマーチ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。

25014 9月8日 曇 良 （25中山4）第2日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時40分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．4
1：46．0

良
良

33 ポーラメソッド 牡2芦 54 西田雄一郎有限会社シルク金成 貴史 安平 ノーザンファーム 502－121：48．1 16．1�
810 タケルファラオ 牡2栗 54 田辺 裕信森 保彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 472＋ 21：48．95 1．7�
55 サムデイオーラム 牡2青鹿54 大野 拓弥�ジェイアール 岩戸 孝樹 新ひだか 曾我 博 460－ 81：49．21� 9．9�
44 コスモレヴァータ 牡2鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 小野 次郎 新冠 長浜 秀昭 432＋ 21：49．4� 10．9�
67 コスモプラナス 牝2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 21：49．5� 79．5	
11 マイケルチョウサン 牡2鹿 54 横山 典弘�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 476＋ 21：49．92� 36．8

78 マイネルゲール 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 むかわ ヤマイチ牧場 504＋ 21：50．22 17．0�
811 ウエスタンアモーレ 牝2青鹿54 田中 勝春西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか ウエスタンファーム 408－ 21：50．41	 56．7�
22 ナンヨーコトネ 牝2栗 54 戸崎 圭太中村 德也氏 斎藤 誠 えりも エクセルマネジメント 450± 01：50．5� 4．0
79 ジャーアルタミラ 
2鹿 54 丸田 恭介本間 茂氏 石毛 善彦 浦河 高岸 順一 444＋101：51．13� 215．5�
66 ドリスバローズ 牝2黒鹿54 吉田 隼人猪熊 広次氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 422＋ 81：51．95 31．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 24，935，700円 複勝： 67，689，600円 枠連： 11，280，800円
馬連： 45，611，600円 馬単： 38，581，300円 ワイド： 21，961，400円
3連複： 58，839，600円 3連単： 126，090，000円 計： 394，990，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 310円 � 110円 � 230円 枠 連（3－8） 1，400円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 4，780円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，500円 �� 350円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 28，480円

票 数

単勝票数 計 249357 的中 � 12221（5番人気）
複勝票数 計 676896 的中 � 24156（5番人気）� 437716（1番人気）� 36807（3番人気）
枠連票数 計 112808 的中 （3－8） 5967（6番人気）
馬連票数 計 456116 的中 �� 25441（5番人気）
馬単票数 計 385813 的中 �� 5966（17番人気）
ワイド票数 計 219614 的中 �� 10649（5番人気）�� 3275（19番人気）�� 16957（3番人気）
3連複票数 計 588396 的中 ��� 14252（11番人気）
3連単票数 計1260900 的中 ��� 3268（81番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．7―12．1―12．0―12．6―12．3―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―35．9―48．0―1：00．0―1：12．6―1：24．9―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．5
1
3
・（2，6，8）（7，10）11（4，5）－（1，9）－3・（2，8）（7，10）11（4，6，5）（1，3）9

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

勝馬の
紹 介

ポーラメソッド �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2013．7．14 福島7着

2011．2．11生 牡2芦 母 タイキポーラ 母母 スターオブザノース 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 コスモレヴァータ号の騎手柴田大知は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）

第４回 中山競馬 第２日



25015 9月8日 曇 稍重 （25中山4）第2日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時10分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，000，000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

611 ヴェルタート 牝3鹿 54 内田 博幸 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム 494＋ 21：12．8 2．3�

510 ナ ム ラ ネ ネ 牝3鹿 54 田中 勝春奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 448＋ 4 〃 クビ 5．1�
815 ジュンザスカイ 牡3黒鹿56 武士沢友治 �クローバー商事 小桧山 悟 新ひだか 有限会社石川牧場 440－ 21：13．43� 68．9�
59 ヒエラポリス 牝3芦 54

51 ▲山崎 亮誠吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 520－ 41：13．5� 6．8�
24 ア マ カ ケ ル 牡3鹿 56 大庭 和弥小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 稲葉牧場 480± 01：13．6クビ 26．5	
713 ボーラトウショウ 牝3栗 54

52 △横山 和生トウショウ産業� 尾関 知人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 452－ 2 〃 クビ 21．7

35 ブラックジュエル 牝3黒鹿54 田辺 裕信�三嶋牧場 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 424± 01：13．81	 44．4�
12 クレバームレイニー 牝3青鹿54 丹内 祐次�岡崎牧場 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 B460± 01：14．0� 75．2�
36 
 ルヴィロンザ 牝3青鹿 54

52 △杉原 誠人窪田 康志氏 菊沢 隆徳 米 Masatake
Iida DVM 442± 01：14．1� 26．5

612 ラベンダーパース 牝3黒鹿54 柴田 善臣�佐藤牧場 高橋 文雅 浦河 谷口牧場 484＋ 81：14．31 58．3�
（法634）

816 ホクテンオーカン 牡3鹿 56
53 ▲伴 啓太小川 幸助氏 古賀 史生 浦河 マミーファーム 476＋10 〃 クビ 185．9�

48 ブラックブッシュ 牡3黒鹿56 丸田 恭介小林 秀樹氏 武藤 善則 新ひだか 山本 昇寿 462－ 41：14．93� 7．4�
714 コンポーザー 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂�髙昭牧場 小野 次郎 浦河 高昭牧場 478＋ 61：15．53� 439．9�
47 イイトコドリ 牝3鹿 54 西田雄一郎江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 414± 01：16．56 297．0�
11 ダンスフェイム 牝3鹿 54 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B470＋101：16．92� 20．6�
23 
 ア ン ウ ー ド 牝3鹿 54 北村 宏司�大樹ファーム 藤沢 和雄 米 David Wells &

Respite Farm Inc 438＋ 41：17．22 10．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，286，700円 複勝： 39，860，800円 枠連： 18，498，700円
馬連： 60，238，900円 馬単： 39，994，900円 ワイド： 30，579，600円
3連複： 84，080，800円 3連単： 130，809，900円 計： 429，350，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 170円 � 1，100円 枠 連（5－6） 330円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 260円 �� 2，240円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 9，800円 3 連 単 ��� 30，800円

票 数

単勝票数 計 252867 的中 � 88558（1番人気）
複勝票数 計 398608 的中 � 112636（1番人気）� 66646（2番人気）� 5788（13番人気）
枠連票数 計 184987 的中 （5－6） 42594（1番人気）
馬連票数 計 602389 的中 �� 70271（1番人気）
馬単票数 計 399949 的中 �� 28225（1番人気）
ワイド票数 計 305796 的中 �� 36428（1番人気）�� 3010（26番人気）�� 2151（37番人気）
3連複票数 計 840808 的中 ��� 6332（33番人気）
3連単票数 計1308099 的中 ��� 3135（80番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．6―12．4―13．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．2―46．6―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F38．6
3 2（4，12）（3，9，11）－（1，16）－10，14（6，7，13）15，8，5 4 2，4（9，12，11）＝（3，16，10）1（6，13，15）（8，7，14）5

勝馬の
紹 介

ヴェルタート �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．1．21 中山3着

2010．4．4生 牝3鹿 母 ア ジ タ ー ト 母母 ファンザブリーズ 4戦1勝 賞金 6，700，000円
〔制裁〕 アマカケル号の騎手大庭和弥は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・7番・9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンスフェイム号・アンウード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月8日

まで平地競走に出走できない。

25016 9月8日 曇 稍重 （25中山4）第2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

69 メジャープレゼンス 牡3栗 56 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 508－ 21：55．9 10．6�
68 ウインフェロー 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ウイン 尾関 知人 様似 小田 誠一 B476＋ 2 〃 クビ 2．1�
57 スペシャルリッチ 牡3青鹿56 石橋 脩宇田 豊氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B506－ 21：56．85 3．4�
812 カレンナデルガード 牝3鹿 54 草野 太郎山科 統氏 大竹 正博 浦河 富塚 元喜 454－ 41：57．12 254．6�
11 エアブルーノ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム 468－ 21：57．41� 82．0	
710 ティアップビクター 牡3黒鹿56 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 浦河 猿橋 義昭 442± 0 〃 クビ 16．0

711 サクラフラムドール 牡3鹿 56 松岡 正海�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 新和牧場 484－121：58．03� 8．4�
45 フレッシュドール 牝3鹿 54 柴山 雄一�下河辺牧場 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 494－ 2 〃 アタマ 13．8�
44 メイショウトリトン 牡3黒鹿 56

53 ▲山崎 亮誠松本 好氏 小島 太 浦河 太陽牧場 474－ 41：58．31� 102．8�
33 モ カ 牝3鹿 54 内田 博幸広尾レース� 国枝 栄 大樹 大樹ファーム 480＋ 61：58．4クビ 24．9�
56 レッドタイフーン 牡3鹿 56 宮崎 北斗神林 幸一氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 478－ 41：59．25 27．1�
813 オランジュドール 牝3栗 54

52 △横山 和生 �グリーンファーム戸田 博文 千歳 社台ファーム 426＋ 4 〃 クビ 30．4�
22 サラマジック 牝3栗 54 平野 優矢野 和雅氏 石毛 善彦 新冠 大林ファーム 438± 02：02．0大差 183．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，741，300円 複勝： 38，633，300円 枠連： 14，366，900円
馬連： 56，269，700円 馬単： 42，967，400円 ワイド： 28，389，600円
3連複： 74，543，100円 3連単： 143，280，200円 計： 424，191，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 180円 � 110円 � 140円 枠 連（6－6） 850円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 260円 �� 420円 �� 200円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 7，940円

票 数

単勝票数 計 257413 的中 � 19145（4番人気）
複勝票数 計 386333 的中 � 39090（3番人気）� 147565（1番人気）� 64263（2番人気）
枠連票数 計 143669 的中 （6－6） 12563（3番人気）
馬連票数 計 562697 的中 �� 48295（3番人気）
馬単票数 計 429674 的中 �� 13068（8番人気）
ワイド票数 計 283896 的中 �� 27242（2番人気）�� 14389（4番人気）�� 41497（1番人気）
3連複票数 計 745431 的中 ��� 70012（1番人気）
3連単票数 計1432802 的中 ��� 13326（16番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．6―13．2―12．8―13．0―13．3―13．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．0―50．2―1：03．0―1：16．0―1：29．3―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジャープレゼンス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 オペラハウス デビュー 2012．10．28 東京6着

2010．5．1生 牡3栗 母 キャッチータイトル 母母 タ イ ト ル ド 5戦1勝 賞金 4，460，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サラマジック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月8日まで平地競走

に出走できない。



25017 9月8日 曇 良 （25中山4）第2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

89 シャインシュラーク 牡2栗 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 斉藤スタッド 452 ―1：40．6 7．6�
810 ニシノカンザシ 牝2鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 434 ―1：40．7� 4．2�
11 ブラックエミオ 牡2鹿 54 横山 典弘鈴木 正浩氏 鈴木 伸尋 新冠 競優牧場 458 ―1：40．8� 6．3�
44 ヒカルブルービー 牡2鹿 54 吉田 豊髙橋 京子氏 古賀 史生 新冠 守矢牧場 484 ―1：41．01� 6．0�
22 クラシックセーラ 牝2鹿 54 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 新ひだか 寺越 政幸 476 ― 〃 クビ 8．3�
55 ギブアンドテイク 牡2栗 54 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 482 ―1：41．1クビ 7．0�
33 マイネルレパード 牡2鹿 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 厚真 阿部 栄乃進 440 ―1：41．41	 4．4

77 
 ヒシサブリナ 牝2鹿 54 田辺 裕信阿部 雅英氏 牧 光二 米 Masa-

ichiro Abe 454 ―1：41．61 25．1�
78 ド ゥ ク ト ル 牡2黒鹿54 戸崎 圭太伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン

牧場 484 ―1：41．92 41．8�
66 セイランマジック 牝2青鹿54 吉田 隼人田中 芳郎氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 424 ―1：42．64 94．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，574，600円 複勝： 32，812，000円 枠連： 13，638，200円
馬連： 49，971，700円 馬単： 35，654，500円 ワイド： 20，954，500円
3連複： 60，792，900円 3連単： 117，244，100円 計： 354，642，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 240円 � 160円 � 220円 枠 連（8－8） 1，190円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，120円 �� 680円

3 連 複 ��� 3，630円 3 連 単 ��� 22，010円

票 数

単勝票数 計 235746 的中 � 24575（6番人気）
複勝票数 計 328120 的中 � 32133（7番人気）� 62481（1番人気）� 39100（5番人気）
枠連票数 計 136382 的中 （8－8） 8527（5番人気）
馬連票数 計 499717 的中 �� 25036（4番人気）
馬単票数 計 356545 的中 �� 8625（13番人気）
ワイド票数 計 209545 的中 �� 8856（7番人気）�� 4439（19番人気）�� 7755（12番人気）
3連複票数 計 607929 的中 ��� 12375（19番人気）
3連単票数 計1172441 的中 ��� 3932（106番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―13．2―13．4―13．2―12．9―11．7―10．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―25．4―38．6―52．0―1：05．2―1：18．1―1：29．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F35．4

3 ・（1，7）（8，10）（2，5）（3，9）4－6
2
4

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

勝馬の
紹 介

シャインシュラーク �
�
父 デビッドジュニア �

�
母父 Gone West 初出走

2011．4．9生 牡2栗 母 ウエストエスケープ 母母 Sans Escale 1戦1勝 賞金 7，000，000円

25018 9月8日 曇 稍重 （25中山4）第2日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走13時00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
1：52．7
1：50．9

良
不良

611 メイプルレジェンド 牡2鹿 54 田中 勝春青木 基秀氏 宗像 義忠 新冠 カミイスタット 488 ―1：57．5 19．5�
510 ワイルドコットン 牡2栗 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 日高 下河辺牧場 482 ―1：57．6� 2．8�
24 クインズストーム 牡2芦 54 松岡 正海 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新ひだか 佐竹 学 460 ―1：57．91� 4．2�
35 メリーウィドウ 牝2鹿 54 石橋 脩有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 500 ―1：58．0� 11．4�
713 ヨ ッ ヘ イ 牡2青 54 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 日高 藤本ファーム 470 ―1：59．06 26．1�
714 ハリケーンリリー 牡2鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 木村牧場 480 ―1：59．2� 10．7	
816 ロワサーブル 牡2栗 54 柴田 大知 
サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 500 ―1：59．41	 15．5�
36 キョウエイボス 牡2黒鹿54 江田 照男田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 444 ―1：59．5クビ 69．7�
12 ヤマニンピエジェ 牡2鹿 54 吉田 隼人土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 出羽牧場 542 ― 〃 アタマ 7．3
23 マーシャラー 牡2黒鹿54 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 506 ―1：59．92� 130．2�
11 オブテネール 牡2鹿 54 内田 博幸 
グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 496 ―2：00．22 17．4�
815 バロンドール 牡2芦 54 三浦 皇成佐々木雄二氏 水野 貴広 新ひだか 土田 陽介 510 ―2：00．3� 53．3�
59 ナムラヒロイン 牝2鹿 54 北村 宏司奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 456 ―2：01．04 22．8�
48 ソウルブレイブ 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真 
賀張中川牧場 松永 康利 日高 中川 浩典 460 ―2：01．21	 87．1�
612 マコトシャングリラ 牡2栗 54 丸山 元気尾田左知子氏 森 秀行 様似 出口 繁夫 494 ―2：07．4大差 72．6�
47 グランドシャルマン 牝2鹿 54

52 △横山 和生
グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 446 ―2：13．0大差 52．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，136，600円 複勝： 38，577，800円 枠連： 21，229，200円
馬連： 59，796，300円 馬単： 38，933，500円 ワイド： 28，567，300円
3連複： 75，757，900円 3連単： 116，283，600円 計： 405，282，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 450円 � 140円 � 160円 枠 連（5－6） 1，590円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 5，910円

ワ イ ド �� 940円 �� 1，220円 �� 250円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 28，340円

票 数

単勝票数 計 261366 的中 � 10602（8番人気）
複勝票数 計 385778 的中 � 15125（8番人気）� 99817（1番人気）� 67489（2番人気）
枠連票数 計 212292 的中 （5－6） 9869（7番人気）
馬連票数 計 597963 的中 �� 19026（9番人気）
馬単票数 計 389335 的中 �� 4862（22番人気）
ワイド票数 計 285673 的中 �� 6839（11番人気）�� 5183（15番人気）�� 33995（1番人気）
3連複票数 計 757579 的中 ��� 17838（6番人気）
3連単票数 計1162836 的中 ��� 3029（64番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．3―13．7―12．7―12．5―12．9―13．6―14．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．7―51．4―1：04．1―1：16．6―1：29．5―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．9
1
3
・（4，7）9（5，8，11）10（12，14）（2，15）－6，16，3＝（1，13）・（10，11）（4，15，14）－5，9，6（8，3）（2，12）（16，1，13）＝7

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

勝馬の
紹 介

メイプルレジェンド �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2011．2．12生 牡2鹿 母 ヒシシンエイ 母母 ヒシショウコ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マコトシャングリラ号・グランドシャルマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成25年10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。
（非当選馬） 1頭 モンサンカノープス号



25019 9月8日 曇 良 （25中山4）第2日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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
1：58．0
1：56．1

良
良

712 サンバジーリオ 牡3鹿 54 石橋 脩吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 498＋ 61：59．9 5．8�
814 ファーストエバー 牡3鹿 54 田中 勝春吉田 照哉氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 438－ 62：00．22 86．4�
35 � コンドッティエーレ 牡4栗 57 丸山 元気村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 480－ 22：00．41� 73．6�
23 オメガユニコーン 牡3黒鹿54 横山 典弘原 �子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 ハナ 3．8�
34 ノーブルジュピタ 牝3鹿 52

51 ☆嶋田 純次吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 秋田牧場 430－ 42：00．5クビ 18．6�
11 ニシノヘリオス 牡3青鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 田村 康仁 日高 メイプルファーム 480－ 6 〃 ハナ 23．5�
47 ルネッタアスール 牝4鹿 55

52 ▲花田 大昂青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 456＋ 6 〃 アタマ 13．5	
611 マイネルグラード 牡5鹿 57 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 528＋ 4 〃 アタマ 11．7�
46 ダンディーソル 牡3青鹿54 高倉 稜 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 476－ 22：00．81	 119．8
815� トーセンビジュー 
4鹿 57 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 田端牧場 440± 02：00．9� 16．5�
22 ディープスノー 牝5鹿 55 木幡 初広日下部勝德氏 土田 稔 新冠 石郷岡 雅樹 B470＋ 42：01．43 128．2�
59 ニシノレゾネ 牡3栗 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 440＋ 6 〃 クビ 279．3�
58 ク ロ ス ボ ウ 牡3黒鹿54 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 524－ 62：02．03� 6．2�
610 サトノヒーロー 牡4黒鹿57 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 516－ 22：03．27 3．5�
713� ニロティカス 牡4黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 高松牧場 450± 02：03．94 67．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，717，300円 複勝： 47，624，500円 枠連： 18，195，500円
馬連： 75，100，100円 馬単： 44，951，100円 ワイド： 33，104，700円
3連複： 96，646，600円 3連単： 159，188，300円 計： 502，528，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 210円 � 2，160円 � 1，570円 枠 連（7－8） 2，970円

馬 連 �� 33，270円 馬 単 �� 51，440円

ワ イ ド �� 8，430円 �� 5，370円 �� 56，180円

3 連 複 ��� 540，350円 3 連 単 ��� 2，499，600円

票 数

単勝票数 計 277173 的中 � 38029（3番人気）
複勝票数 計 476245 的中 � 78916（3番人気）� 4931（12番人気）� 6878（10番人気）
枠連票数 計 181955 的中 （7－8） 4522（13番人気）
馬連票数 計 751001 的中 �� 1666（56番人気）
馬単票数 計 449511 的中 �� 645（93番人気）
ワイド票数 計 331047 的中 �� 967（53番人気）�� 1526（43番人気）�� 144（97番人気）
3連複票数 計 966466 的中 ��� 132（328番人気）
3連単票数 計1591883 的中 ��� 47（1779番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―11．7―12．3―11．7―12．1―12．4―12．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．3―47．0―59．3―1：11．0―1：23．1―1：35．5―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンバジーリオ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．9．29 中山7着

2010．3．10生 牡3鹿 母 オスティエンセ 母母 オステアアンティカ 12戦2勝 賞金 25，926，000円

25020 9月8日 曇 良 （25中山4）第2日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走14時00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

78 ドラゴンピース 牡4鹿 57
55 △杉原 誠人窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 494－ 21：54．9 1．5�

810 イノチノリユウ 牡3栗 54 北村 宏司西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 470＋ 61：55．0� 17．3�
89 ロックシンガー 牡4鹿 57

56 ☆嶋田 純次�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 488－ 81：55．21	 18．4�
77 オリオンザムーン 牡3栗 54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 506－141：55．3� 35．7�
11 エ ス ト ー ケ 牡3鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 新開 幸一 新ひだか 出羽牧場 482－ 81：55．61� 189．6�
44 スカルラット 牝4栃栗55 嘉藤 貴行�日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム 492＋ 61：55．91� 14．9	
33 アイアイエンデバー 牡4黒鹿57 吉田 豊齊藤 敬氏 小島 茂之 新冠 つつみ牧場 B460＋ 61：56．53
 8．8

66 � アメリカンダイナー �4鹿 57 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

472＋ 21：57．03 4．8�
22 ブードゥーロア �4芦 57 大野 拓弥 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B534＋ 2 〃 クビ 78．3�
55 ローレルキングダム 牡5栗 57 田中 勝春 ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 488－ 41：57．53 28．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 34，105，600円 複勝： 98，643，000円 枠連： 16，766，700円
馬連： 67，285，300円 馬単： 55，506，100円 ワイド： 31，041，500円
3連複： 80，856，800円 3連単： 221，149，400円 計： 605，354，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 350円 � 300円 枠 連（7－8） 470円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 500円 �� 420円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 3，400円 3 連 単 ��� 10，280円

票 数

単勝票数 計 341056 的中 � 183070（1番人気）
複勝票数 計 986430 的中 � 675579（1番人気）� 28264（6番人気）� 34386（5番人気）
枠連票数 計 167667 的中 （7－8） 26652（2番人気）
馬連票数 計 672853 的中 �� 44839（5番人気）
馬単票数 計 555061 的中 �� 25664（6番人気）
ワイド票数 計 310415 的中 �� 15774（5番人気）�� 19374（4番人気）�� 3282（22番人気）
3連複票数 計 808568 的中 ��� 17597（13番人気）
3連単票数 計2211494 的中 ��� 15878（38番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．7―12．9―12．8―12．5―12．8―13．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．3―50．2―1：03．0―1：15．5―1：28．3―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．4
1
3
・（2，3）（4，6）－1－9－10，7－（5，8）・（2，3，4）6（1，9）7，10（5，8）

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンピース �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ミ シ ル デビュー 2012．7．28 新潟10着

2009．2．26生 牡4鹿 母 モ ノ ト ー ン 母母 ノビアボニータ 12戦2勝 賞金 30，841，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



25021 9月8日 曇 良 （25中山4）第2日 第9競走 ��
��1，600�

き さ ら づ

木 更 津 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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

33 ケイアイエレガント 牝4黒鹿55 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B514－ 61：33．6 7．4�
22 チャーチクワイア 牝4栗 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 456± 01：33．7� 7．4�
79 ミ ナ レ ッ ト 牝3鹿 53 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 466± 0 〃 クビ 13．9�
812 プレミアムブルー 牡4栗 57 内田 博幸 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 486－ 4 〃 ハナ 8．4�
710 エパティック 牝5鹿 55 戸崎 圭太村木 篤氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 474＋ 81：33．8	 4．4	
811
 レディオスソープ 牝5栗 55 勝浦 正樹大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 ハナ 39．4

56 トーセンマルス 牡5鹿 57 黛 弘人島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：34．0	 58．5�
67 ディープサウンド 牡5鹿 57 田辺 裕信増田 雄一氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 472＋ 8 〃 ハナ 10．3
44 ローレルソラン 牡5鹿 57 吉田 隼人 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 458－ 8 〃 クビ 20．1�
68 カフェリュウジン 牡3鹿 55 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 520± 01：34．1� 4．5�
55 ポップジェムズ 牡3鹿 55 横山 典弘吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 468－ 21：34．31� 7．0�
11 ドラゴンライズ 牡5鹿 57 柴田 善臣窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 478± 0 〃 クビ 74．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，262，900円 複勝： 71，872，000円 枠連： 27，849，100円
馬連： 126，897，600円 馬単： 70，688，500円 ワイド： 46，699，200円
3連複： 153，510，200円 3連単： 280，065，000円 計： 815，844，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 240円 � 260円 � 440円 枠 連（2－3） 2，370円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，220円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 8，000円 3 連 単 ��� 41，680円

票 数

単勝票数 計 382629 的中 � 40972（5番人気）
複勝票数 計 718720 的中 � 88752（3番人気）� 76173（4番人気）� 38400（8番人気）
枠連票数 計 278491 的中 （2－3） 8697（11番人気）
馬連票数 計1268976 的中 �� 42223（9番人気）
馬単票数 計 706885 的中 �� 10442（24番人気）
ワイド票数 計 466992 的中 �� 14820（9番人気）�� 9346（22番人気）�� 8368（24番人気）
3連複票数 計1535102 的中 ��� 14174（33番人気）
3連単票数 計2800650 的中 ��� 4960（174番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―35．4―47．1―58．7―1：10．5―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．9

3 12－3－9（2，11）5（4，10）（1，6，8）7
2
4

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

勝馬の
紹 介

ケイアイエレガント �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2011．7．17 新潟4着

2009．3．28生 牝4黒鹿 母 ポストパレード 母母 Spanish Parade 21戦4勝 賞金 57，416，000円

25022 9月8日 曇 良 （25中山4）第2日 第10競走 ��
��1，200�

うちぼう

内房ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，24．9．8以降25．9．1まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬およ
び未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

46 � キモンレッド 牝5栗 53 高倉 稜小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 458－ 61：10．5 47．6�
58 ユメノキラメキ 牝6栗 52 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム 486－ 6 〃 クビ 16．8�
610� インディーズゲーム 牡5鹿 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 464－ 41：10．6クビ 7．0�
22 ローブドヴルール 牝7鹿 52 柴田 大知�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 504－ 8 〃 クビ 21．6�
33 ケ ビ ン ド ゥ 牡4栗 55 内田 博幸井上 一郎氏 伊藤 大士 日高 いとう牧場 470－ 2 〃 ハナ 7．8�
69 ラインジェシカ 牝6栗 51 嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 508＋ 41：10．81	 222．2	
34 � シゲルソウサイ 牡5鹿 56 松岡 正海森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments 506－ 81：10．9クビ 10．8

11 カフェシュプリーム 牡4鹿 56 柴田 善臣西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 506＋101：11．0
 4．0�
711 トーホウプリンセス 牝6栗 54 石橋 脩東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社

吉田ファーム 510－ 2 〃 ハナ 38．7
712 トーセンナスクラ 牡5黒鹿54 大野 拓弥島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 478＋ 21：11．1� 26．1�
57 ウッドシップ 牝5鹿 52 丸山 元気小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 482＋ 61：11．31� 53．9�
814 ルミナスウイング 牡3鹿 55 横山 典弘 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474± 01：11．51 2．4�
45 グローリールピナス 牝7栃栗50 杉原 誠人大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 488＋12 〃 アタマ 331．9�
813 オースミレジスタ 牡6青鹿54 大庭 和弥�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 544＋ 81：11．6クビ 125．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，391，800円 複勝： 86，163，300円 枠連： 35，595，800円
馬連： 172，618，100円 馬単： 94，993，000円 ワイド： 60，923，000円
3連複： 193，223，700円 3連単： 387，036，400円 計： 1，079，945，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，760円 複 勝 � 860円 � 420円 � 250円 枠 連（4－5） 11，180円

馬 連 �� 13，720円 馬 単 �� 32，780円

ワ イ ド �� 4，410円 �� 3，780円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 41，580円 3 連 単 ��� 379，840円

票 数

単勝票数 計 493918 的中 � 8179（10番人気）
複勝票数 計 861633 的中 � 23196（9番人気）� 52735（6番人気）� 106738（3番人気）
枠連票数 計 355958 的中 （4－5） 2350（27番人気）
馬連票数 計1726181 的中 �� 9287（34番人気）
馬単票数 計 949930 的中 �� 2139（74番人気）
ワイド票数 計 609230 的中 �� 3372（42番人気）�� 3951（38番人気）�� 8177（23番人気）
3連複票数 計1932237 的中 ��� 3430（95番人気）
3連単票数 計3870364 的中 ��� 752（675番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．8―11．6―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．1―44．7―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�キモンレッド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブラックタイアフェアー （1戦0勝 賞金 0円）

2008．5．7生 牝5栗 母 オイワケトモエ 母母 シートゥシャイニングシー 33戦4勝 賞金 72，165，000円
地方デビュー 2010．5．27 門別

１レース目 ３レース目



25023 9月8日 雨 良 （25中山4）第2日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第58回京成杯オータムハンデキャップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，24．9．8以降25．9．1まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

京成電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

57 エクセラントカーヴ 牝4黒鹿52 戸崎 圭太吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 424－ 81：31．8 5．4�
58 ダノンシャーク 牡5鹿 58 内田 博幸�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 448－ 41：32．01� 4．6�
69 ゴットフリート 牡3栗 53 田辺 裕信 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 470± 01：32．42� 14．1�
22 ミッキードリーム 牡6栗 57 三浦 皇成野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486－ 2 〃 ハナ 30．7�
34 マルカボルト 牡6黒鹿55 北村 宏司河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 494＋ 61：32．5クビ 23．6	
813 テイエムオオタカ 牡5鹿 56 丸山 元気竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 492－10 〃 クビ 53．0

45 ワ イ ズ リ ー 	5栗 54 石橋 脩前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 450－181：32．6� 12．1�
46 レオアクティブ 牡4栗 57 横山 典弘�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 452＋ 2 〃 ハナ 7．2�
712 ドリームバスケット 牡6栗 54 柴田 善臣セゾンレースホース� 池上 昌弘 日高 荒井ファーム 460＋ 2 〃 ハナ 61．7
610 ル ナ 牡4芦 55 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 468＋ 21：32．92 4．0�
33 フラガラッハ 牡6鹿 57．5 高倉 稜 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 41：33．0� 22．3�
11 インパルスヒーロー 牡3鹿 55 田中 勝春佐々木完二氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494－ 21：33．2
 7．2�
814 スマイルジャック 牡8黒鹿57 吉田 豊齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 484－ 61：33．3� 147．8�
711 ウインクリアビュー 牝6栗 50 吉田 隼人�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 466＋10 〃 クビ 56．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 148，225，000円 複勝： 227，612，100円 枠連： 125，373，200円 馬連： 632，774，200円 馬単： 315，944，200円
ワイド： 202，777，500円 3連複： 876，966，100円 3連単： 1，757，519，200円 5重勝： 686，106，700円 計： 4，973，298，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 190円 � 360円 枠 連（5－5） 1，460円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，320円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 6，860円 3 連 単 ��� 28，410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����� 14，467，050円

票 数

単勝票数 計1482250 的中 � 216906（3番人気）
複勝票数 計2276121 的中 � 300890（3番人気）� 358039（2番人気）� 140745（7番人気）
枠連票数 計1253732 的中 （5－5） 63464（6番人気）
馬連票数 計6327742 的中 �� 313320（4番人気）
馬単票数 計3159442 的中 �� 82763（6番人気）
ワイド票数 計2027775 的中 �� 81201（5番人気）�� 37162（19番人気）�� 39880（15番人気）
3連複票数 計8769661 的中 ��� 94436（20番人気）
3連単票数 計17575192 的中 ��� 45666（76番人気）
5重勝票数 計6861067 的中 ����� 35

ハロンタイム 12．6―10．6―10．8―11．2―11．5―11．5―11．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．2―34．0―45．2―56．7―1：08．2―1：20．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

エクセラントカーヴ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2011．12．11 中山1着

2009．4．20生 牝4黒鹿 母 インディアナカーヴ 母母 Antique Auction 12戦6勝 賞金 109，098，000円

25024 9月8日 雨 良 （25中山4）第2日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時25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 ミヤビリファイン 牡4青鹿57 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 506＋ 21：11．7 16．3�
23 サクライスピラート 牡3鹿 55 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 470＋ 41：11．91� 4．3�
36 フルヒロボーイ 牡4鹿 57 石橋 脩古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 524± 0 〃 ハナ 2．5�
815 ダークシーカー 牡4栗 57 松岡 正海松本 俊廣氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 524± 01：12．0� 7．2�
11 キタサンミカヅキ 牡3鹿 55 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 526＋ 61：12．1� 26．1	
612 マ ン リ ー 牡3鹿 55 大野 拓弥古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 508－121：12．2クビ 26．7

713 デルマダイコク 牡4栗 57 横山 典弘浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 518＋ 2 〃 クビ 5．6�
47 ジ ョ バ イ ロ 牡3鹿 55 吉田 隼人岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 490± 01：12．3クビ 10．9�
510 ソレイユアルダン 牝4芦 55 丸山 元気阿部 紀子氏 高橋 文雅 浦河 林 孝輝 502－ 61：12．4� 372．1
35 パライバトルマリン �5栗 57 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 浦河 津島 優治 484－ 61：12．61	 52．0�
48 ア ウ ト イ ン 牝3芦 53 丹内 祐次阿部 紀子氏 清水 美波 浦河 大道牧場 400＋141：12．7クビ 218．1�
59 フォースフル 牡4黒鹿57 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 490± 0 〃 クビ 45．8�
714 ハヴアグッドデイ 牝3鹿 53 江田 照男飯田 正剛氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 468－ 6 〃 ハナ 126．0�
611 アラマサスチール 牝5鹿 55 的場 勇人�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム B468－ 21：12．91	 251．0�
24 
 ヤマノクリスタル 牝4青鹿55 西村 太一山住れい子氏 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 468＋ 61：14．7大差 274．3�
816
 シャトーエルシド 牝4鹿 55

52 ▲原田 和真円城 幸男氏 根本 康広 新ひだか マツケン農場 444＋ 61：15．76 258．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 71，909，900円 複勝： 122，494，800円 枠連： 45，558，000円
馬連： 272，596，800円 馬単： 118，637，000円 ワイド： 89，984，400円
3連複： 269，426，400円 3連単： 583，570，400円 計： 1，574，177，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 320円 � 180円 � 120円 枠 連（1－2） 2，210円

馬 連 �� 4，770円 馬 単 �� 11，360円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 540円 �� 270円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 30，680円

票 数

単勝票数 計 719099 的中 � 34926（6番人気）
複勝票数 計1224948 的中 � 70834（6番人気）� 160985（3番人気）� 390124（1番人気）
枠連票数 計 455580 的中 （1－2） 15253（8番人気）
馬連票数 計2725968 的中 �� 45065（16番人気）
馬単票数 計1186370 的中 �� 7711（33番人気）
ワイド票数 計 899844 的中 �� 15811（18番人気）�� 40076（5番人気）�� 94362（1番人気）
3連複票数 計2694264 的中 ��� 84266（8番人気）
3連単票数 計5835704 的中 ��� 14038（98番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―12．1―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．8―45．9―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤビリファイン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2011．7．24 新潟12着

2009．5．11生 牡4青鹿 母 ミヤビキララ 母母 システィーナ 24戦2勝 賞金 34，910，000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。
（非抽選馬） 2頭 ラヴェンナ号・ロジウエスト号

５レース目



（25中山4）第2日 9月8日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 159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

234，840，000円
10，100，000円
1，540，000円
20，990，000円
53，856，500円
4，372，000円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
517，526，200円
919，231，900円
359，363，500円
1，670，277，500円
937，253，600円
619，861，800円
2，092，619，900円
4，167，405，500円
686，106，700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 11，969，646，600円

総入場人員 25，407名 （有料入場人員 21，792名）
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