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25085 9月28日 晴 良 （25中山4）第8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

12 ショウナンアチーヴ 牡2黒鹿54 戸崎 圭太国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 41：09．2 2．6�

510 アルマエルナト 牡2栗 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 450－ 41：09．41� 5．0�
816 エ ー ス ワ ン 牡2鹿 54 江田 照男榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 480＋121：09．93 40．1�
23 クリノイザナミ 牝2青 54 北村 宏司栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 416＋ 81：10．0クビ 11．9�
713 カンタベリーツルギ 牡2鹿 54 田中 博康峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 428＋ 2 〃 クビ 21．6�
36 グ ラ ン ツ 牡2黒鹿 54

53 ☆嶋田 純次 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484－ 61：10．1クビ 15．8�

714 フレンチフェロー �2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 中橋 正 438＋ 2 〃 ハナ 3．3	
59 プラウドワンダー 牡2鹿 54

52 △杉原 誠人伊東 純一氏 大江原 哲 日高 メイプルファーム B462－ 41：10．63 158．8

612 マイネルパナケーア 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 忠幸 424＋ 2 〃 クビ 50．8�
47 コスモピンチョス 牡2栗 54 柴田 大知 ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 長浜 秀昭 474＋ 81：10．7クビ 17．4�
11 ギンザプレスト 牝2黒鹿54 石橋 脩有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 大柳ファーム 434＋ 21：10．8� 28．1�
35 ウールーシュヴァル 牡2鹿 54

51 ▲原田 和真井上 修一氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 428± 01：11．43� 129．1�
48 タカミルシエル 牝2鹿 54 大庭 和弥村田 滋氏 嶋田 潤 日高 賀張三浦牧場 414± 0 〃 クビ 338．2�
815 シゲルチョウシュウ 牝2芦 54 嘉藤 貴行森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 中央牧場 414＋ 41：11．82� 513．2�
611 イ ス ズ ヒ メ 牝2鹿 54 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 408－ 41：12．01 414．4�
24 オ モ イ イ レ 牝2鹿 54

51 ▲山崎 亮誠平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 466± 01：12．95 100．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，661，100円 複勝： 48，813，800円 枠連： 13，711，600円
馬連： 53，671，900円 馬単： 36，901，100円 ワイド： 28，285，600円
3連複： 73，018，600円 3連単： 120，411，700円 計： 397，475，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 180円 � 860円 枠 連（1－5） 590円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，640円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 8，570円 3 連 単 ��� 27，360円

票 数

単勝票数 計 226611 的中 � 71063（1番人気）
複勝票数 計 488138 的中 � 130436（1番人気）� 71701（3番人気）� 9739（10番人気）
枠連票数 計 137116 的中 （1－5） 17235（2番人気）
馬連票数 計 536719 的中 �� 52734（3番人気）
馬単票数 計 369011 的中 �� 19300（5番人気）
ワイド票数 計 282856 的中 �� 18099（3番人気）�� 4045（20番人気）�� 3594（23番人気）
3連複票数 計 730186 的中 ��� 6291（28番人気）
3連単票数 計1204117 的中 ��� 3248（76番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．5―11．3―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．8―45．1―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアチーヴ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．7 中山3着

2011．1．24生 牡2黒鹿 母 ショウナンパントル 母母 バブルウイングス 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オモイイレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月28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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリキントン号・メニアオバ号
（非抽選馬） 1頭 ブリッツカイザー号

25086 9月28日 晴 良 （25中山4）第8日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
1：33．4
1：33．1

良
良

714 レッツサッチャー 牝2栗 54 勝浦 正樹大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 486＋ 81：34．9 153．2�
59 イントロダクション 牝2栗 54 北村 宏司 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 426± 0 〃 ハナ 3．5�
24 マイネルゲール 牡2黒鹿54 柴田 大知 �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± 01：35．53� 10．7�
47 オ ー ド ヴ ィ 牝2黒鹿54 内田 博幸�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 81：35．6� 17．7�
612 パーリーシェル 牝2栗 54 戸崎 圭太谷掛 龍夫氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 478－ 81：35．7� 4．0	
713 ウェルヴァースト 牡2栗 54 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋ 21：35．8� 11．3

36 セクシイガール 牝2鹿 54

51 ▲山崎 亮誠平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 460＋ 41：36．11� 25．5�
12 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 418－ 41：36．41� 116．2�
611 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 482－ 21：36．5クビ 5．6
23 ヤギリヒマワリ 牝2鹿 54 宮崎 北斗内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 440＋ 2 〃 ハナ 167．5�
510 トーセンパピー 牝2黒鹿 54

53 ☆嶋田 純次島川 �哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 450－ 6 〃 ハナ 31．9�
11 コスモリュブリュー 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 えりも エクセルマネジメント 476－ 21：36．71� 164．6�
35 ブランドアオモリ 牡2鹿 54 三浦 皇成西村新一郎氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 476－ 41：37．12� 7．0�
48 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 472－ 41：37．2� 15．5�
816 アウラグリーン 牝2鹿 54 丸山 元気斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 400－ 81：37．73 322．7�
815 フロリディータ 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真手嶋 康雄氏 松永 康利 浦河 浦河土肥牧場 436－ 61：38．12� 304．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，978，700円 複勝： 38，368，300円 枠連： 15，324，300円
馬連： 48，213，300円 馬単： 30，857，800円 ワイド： 23，819，800円
3連複： 60，189，300円 3連単： 93，427，700円 計： 330，179，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 15，320円 複 勝 � 2，660円 � 170円 � 360円 枠 連（5－7） 1，440円

馬 連 �� 20，630円 馬 単 �� 90，370円

ワ イ ド �� 6，740円 �� 20，660円 �� 730円

3 連 複 ��� 89，740円 3 連 単 ��� 1，130，330円

票 数

単勝票数 計 199787 的中 � 1028（12番人気）
複勝票数 計 383683 的中 � 2827（11番人気）� 84003（1番人気）� 25977（6番人気）
枠連票数 計 153243 的中 （5－7） 7893（8番人気）
馬連票数 計 482133 的中 �� 1725（44番人気）
馬単票数 計 308578 的中 �� 252（116番人気）
ワイド票数 計 238198 的中 �� 844（45番人気）�� 273（77番人気）�� 8663（6番人気）
3連複票数 計 601893 的中 ��� 495（145番人気）
3連単票数 計 934277 的中 ��� 61（1233番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―11．9―12．0―12．0―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―35．0―46．9―58．9―1：10．9―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0

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

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

勝馬の
紹 介

レッツサッチャー �
�
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 2013．8．3 新潟11着

2011．2．14生 牝2栗 母 モスフロックス 母母 センボンザクラ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 フロリディータ号の騎手原田和真は，2コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・7番）
※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 コスモラヴコール号・ヒシサブリナ号

第４回 中山競馬 第８日



25087 9月28日 晴 良 （25中山4）第8日 第3競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

510 ナムラショウリ 牡3鹿 56 田辺 裕信奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 446－ 21：55．9 4．0�
713 ユニフィケーション 牡3鹿 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 21：56．11� 6．3�
36 ダブルウォー 牡3鹿 56 内田 博幸 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496± 01：56．41� 2．0�
48 フレーミングトーチ 牡3鹿 56 田中 勝春 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 480－ 21：57．46 20．2�
816 サンクンガーデン 牝3鹿 54

53 ☆嶋田 純次 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 470＋ 41：57．72 98．0�
815 テ ン カ イ チ 牡3鹿 56 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 450± 01：58．12	 14．8	
612 スズカロードスター 牡3鹿 56 西村 太一永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 466－ 81：58．2クビ 63．2

611 ヤマニンモントル 牡3黒鹿56 田中 博康土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 468＋101：58．41 85．9�
47 プリンセスオリーブ 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太矢野喜代春氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 B438＋ 21：59．14 332．6�
11 ベルモントジョーイ 牡3鹿 56 村田 一誠 �ベルモントファーム鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム 448＋ 41：59．42 233．2
12 ダイワモンド 牝3鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 480－ 41：59．5	 28．7�
23 
 ツインプラネット 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人窪田 康志氏 中川 公成 米
Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

524 ―1：59．71	 8．7�
35 イ ソ カ ゼ 牝3鹿 54 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 478＋ 22：00．01� 272．5�
24 イノチノカギリ 牡3鹿 56 大野 拓弥杉浦 �氏 萩原 清 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 82：01．38 93．7�
714 スプリングコメット 牝3鹿 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 和田 正道 浦河 三枝牧場 468＋ 82：02．04 280．1�
59 スリーブラック 牝3鹿 54 黛 弘人永井商事� 柄崎 孝 新冠 大狩部牧場 430－ 4 （競走中止） 418．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，935，100円 複勝： 51，935，900円 枠連： 13，451，300円
馬連： 51，326，800円 馬単： 40，244，600円 ワイド： 25，971，600円
3連複： 62，887，600円 3連単： 121，440，200円 計： 395，193，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 110円 � 160円 � 110円 枠 連（5－7） 990円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 380円 �� 180円 �� 290円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 6，090円

票 数

単勝票数 計 279351 的中 � 55206（2番人気）
複勝票数 計 519359 的中 � 120757（2番人気）� 48313（3番人気）� 220658（1番人気）
枠連票数 計 134513 的中 （5－7） 10084（4番人気）
馬連票数 計 513268 的中 �� 36680（3番人気）
馬単票数 計 402446 的中 �� 15648（6番人気）
ワイド票数 計 259716 的中 �� 14558（6番人気）�� 44381（1番人気）�� 21226（2番人気）
3連複票数 計 628876 的中 ��� 65935（1番人気）
3連単票数 計1214402 的中 ��� 14720（10番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―13．4―13．4―12．8―12．4―12．5―12．7―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―38．2―51．6―1：04．4―1：16．8―1：29．3―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．1
1
3
6，7（4，8）13，14（2，10）－12，11－16，5，15（1，3）・（6，8，13）10，7－14，4（2，12）－11，16，15，3－1，5

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

勝馬の
紹 介

ナムラショウリ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．24 中山7着

2010．3．17生 牡3鹿 母 ティアドロップス 母母 パイナップルスター 6戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 スリーブラック号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イソカゼ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月28日まで平地競走に

出走できない。
イノチノカギリ号・スプリングコメット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

11月28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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 イナズマデーア号・テネシーワルツ号・ハッピーシーショア号・フォントネー号・マルシアーノ号・

メイショウスーリヤ号
（非抽選馬） 1頭 シセイカンキ号

25088 9月28日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25中山4）第8日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：10．2良・良

11 ケイジーウィンザー 牡5栗 60 五十嵐雄祐鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 508＋143：11．8 2．6�
56 ドリームセーリング 牡6栗 60 石神 深一セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 474＋ 43：12．97 5．1�
812 ドリームチャージ 牡4鹿 60 難波 剛健青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 458－ 23：13．22 4．2�
710 ツクバヤマノオー �4青 60 上野 翔荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 518＋ 63：13．62� 6．1�
813 メルシーサイレンス 牡6栗 60 林 満明永井 康郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 474－ 43：14．66 9．7�
22 	 クレバーブレード 牡4鹿 60 大江原 圭	岡崎牧場 根本 康広 日高 大江牧場 434＋ 23：16．210 31．8

711 キ ー メ ー ル 牡4鹿 60 江田 勇亮北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 高瀬 敦 512＋ 23：16．73 37．1�
44 ネ フ ラ イ ト 牝3栗 56 山本 康志	宮内牧場 浅野洋一郎 浦河 宮内牧場 426－ 63：16．8クビ 87．8�
68 ビレッジトレンディ 牝3鹿 56 浜野谷憲尚村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 454－ 43：17．12 40．0
45 ブラックテラー 牡3栗 58 高野 和馬小川 敏夫氏 小桧山 悟 新ひだか 石川 栄一 476± 03：17．84 22．2�
57 ポ ロ ロ ッ カ 牝3青鹿56 蓑島 靖典	ミルファーム 畠山 重則 新冠 ラツキー牧場 442＋ 73：27．0大差 96．2�
69 ブラックユニバンス �3黒鹿58 草野 太郎亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 448＋ 23：28．17 114．9�
33 プラサスティ 牡3栗 58 横山 義行山上 和良氏 加藤 和宏 新ひだか 由利 徳之 462＋ 4 （競走中止） 80．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，527，300円 複勝： 24，110，300円 枠連： 13，734，400円
馬連： 35，195，400円 馬単： 26，790，000円 ワイド： 17，398，100円
3連複： 48，974，300円 3連単： 92，021，100円 計： 273，750，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 180円 � 140円 枠 連（1－5） 780円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 390円 �� 300円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 4，630円

票 数

単勝票数 計 155273 的中 � 47507（1番人気）
複勝票数 計 241103 的中 � 63413（1番人気）� 29670（4番人気）� 47941（2番人気）
枠連票数 計 137344 的中 （1－5） 13028（5番人気）
馬連票数 計 351954 的中 �� 32033（3番人気）
馬単票数 計 267900 的中 �� 13876（3番人気）
ワイド票数 計 173981 的中 �� 11109（5番人気）�� 15400（2番人気）�� 8105（7番人気）
3連複票数 計 489743 的中 ��� 27847（3番人気）
3連単票数 計 920211 的中 ��� 14696（5番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 50．8－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイジーウィンザー �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 Crafty Prospector デビュー 2010．10．9 東京9着

2008．5．4生 牡5栗 母 シーキングハーフォーチュン 母母 Swiss 障害：2戦1勝 賞金 8，800，000円
〔競走中止〕 プラサスティ号は，2周目5号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



25089 9月28日 晴 良 （25中山4）第8日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時30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

24 オーゴンボルト 牡2黒鹿54 吉田 豊永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム 500 ―1：13．9 105．7�
59 � トルセドール 牡2鹿 54 内田 博幸窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 466 ―1：14．11 1．7�
23 サンアナハイム 牡2黒鹿54 松岡 正海加藤 信之氏 伊藤 伸一 清水 小野瀬 晃司 474 ―1：14．31� 13．1�
713 ダテノトライアンフ 牡2栗 54 石橋 脩関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 480 ― 〃 ハナ 7．8�
816 ベニノラブリー 牝2青鹿54 丹内 祐次�紅谷 粕谷 昌央 新冠 川上 悦夫 438 ―1：14．51	 29．0�
11 � コスモグラウベ 牡2黒鹿54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Ron

McCauley 436 ―1：14．71� 7．2

510 アイアムルミエール 牝2栗 54

53 ☆嶋田 純次堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 468 ―1：14．8� 71．3�
35 タガノエークラス 牡2栗 54 吉田 隼人八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484 ―1：14．9
 11．5�
611 ニシノプレリュード 牝2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 川上牧場 478 ―1：15．0クビ 24．4
36 サクラエルカミーノ 牡2鹿 54 宮崎 北斗�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 464 ―1：15．42� 33．5�
47 タムザセカンド 牡2芦 54 丸山 元気神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 522 ―1：15．61� 48．7�
815 ベガスターヒード 牡2黒鹿54 戸崎 圭太池田 豊治氏 土田 稔 浦河 鮫川フアーム 470 ―1：16．13 17．4�
714 ヤマニンジュニパー 牝2鹿 54 江田 照男土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 472 ―1：17．69 147．5�
12 ラブインペラートル 牡2栗 54 的場 勇人オールラブクラブ 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 428 ―1：17．7クビ 217．7�
612 チョココロネ 牝2鹿 54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 藤沢牧場 474 ―1：18．23 141．6�
48 ラブキュール 牝2栗 54

51 ▲原田 和真増田 陽一氏 和田 雄二 日高 島瀬 順一 440 ―1：20．0大差 415．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，735，500円 複勝： 37，850，100円 枠連： 15，865，500円
馬連： 48，925，500円 馬単： 34，794，500円 ワイド： 24，152，900円
3連複： 58，326，900円 3連単： 101，023，400円 計： 347，674，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，570円 複 勝 � 1，480円 � 120円 � 300円 枠 連（2－5） 1，110円

馬 連 �� 8，410円 馬 単 �� 25，330円

ワ イ ド �� 3，180円 �� 6，420円 �� 560円

3 連 複 ��� 20，700円 3 連 単 ��� 273，100円

票 数

単勝票数 計 267355 的中 � 1994（12番人気）
複勝票数 計 378501 的中 � 4094（12番人気）� 140827（1番人気）� 26305（5番人気）
枠連票数 計 158655 的中 （2－5） 10599（5番人気）
馬連票数 計 489255 的中 �� 4297（26番人気）
馬単票数 計 347945 的中 �� 1014（66番人気）
ワイド票数 計 241529 的中 �� 1805（34番人気）�� 882（53番人気）�� 11616（5番人気）
3連複票数 計 583269 的中 ��� 2080（60番人気）
3連単票数 計1010234 的中 ��� 273（596番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．8―12．8―13．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．7―47．5―1：00．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F39．2
3 5（14，13，15）（1，3，4）9（7，16）11＝（6，10）＝2－12＝8 4 ・（5，13）（1，15）（3，4）（14，9）（7，11，16）－（6，10）＝2－12＝8

勝馬の
紹 介

オーゴンボルト �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 ブレイヴエストローマン 初出走

2011．5．11生 牡2黒鹿 母 スパイシーレディー 母母 タケノフアルコン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブキュール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月28日まで平地競

走に出走できない。

25090 9月28日 晴 良 （25中山4）第8日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13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

35 ランブリングマン 牡3鹿 54 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 518－141：55．4 4．1�
611 プリティーマッハ 牡5芦 57

55 △横山 和生越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 444＋ 4 〃 アタマ 50．7�
714 レッドジャクソン 牡4鹿 57 北村 宏司 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 542－ 81：55．61 3．5�
612 ポルスターシャイン 牡3鹿 54 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 480－ 21：55．7� 23．9�
24 メイプルリンカーン 牡5栗 57 柴山 雄一節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 480± 0 〃 ハナ 9．5�
510 ディーエスコマンド 牡3鹿 54 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 482＋ 21：56．44 146．1	
815 トウショウアミラル 牡3黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466＋ 8 〃 ハナ 39．8

713 ラルゴスパーダ 牡3鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 482＋ 41：56．5クビ 8．5�
816 バーディーイーグル 牡3鹿 54 内田 博幸里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 478＋ 21：56．6� 20．6
23 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 B456－ 4 〃 アタマ 7．7�
48 アルボランシー 牝5栗 55 黛 弘人 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 482± 01：56．7クビ 106．9�
59 ローレルクラウド 牡4栗 57 蛯名 正義 �ローレルレーシング 大竹 正博 日高 天羽 禮治 492－ 41：56．8� 8．9�
36 レオネプチューン 牡5鹿 57 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 478＋ 41：56．9� 23．2�
11 シンボリプロント 牡4黒鹿57 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 454＋ 61：57．0クビ 38．5�
47 カラダドリーム 牡3鹿 54 田辺 裕信子安 裕樹氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

松田牧場 488－ 61：57．95 58．6�
12 サンマルスピリット 牡3鹿 54 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 488＋241：58．85 37．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，964，800円 複勝： 45，751，900円 枠連： 23，098，800円
馬連： 60，906，400円 馬単： 34，661，200円 ワイド： 29，523，300円
3連複： 77，557，600円 3連単： 117，409，700円 計： 413，873，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 930円 � 180円 枠 連（3－6） 2，720円

馬 連 �� 10，710円 馬 単 �� 15，390円

ワ イ ド �� 2，970円 �� 400円 �� 3，510円

3 連 複 ��� 10，380円 3 連 単 ��� 82，760円

票 数

単勝票数 計 249648 的中 � 48207（2番人気）
複勝票数 計 457519 的中 � 81715（1番人気）� 9258（12番人気）� 75902（2番人気）
枠連票数 計 230988 的中 （3－6） 6279（11番人気）
馬連票数 計 609064 的中 �� 4197（35番人気）
馬単票数 計 346612 的中 �� 1663（55番人気）
ワイド票数 計 295233 的中 �� 2303（35番人気）�� 20771（1番人気）�� 1936（44番人気）
3連複票数 計 775576 的中 ��� 5515（28番人気）
3連単票数 計1174097 的中 ��� 1047（241番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．8―13．1―12．6―12．6―12．7―13．0―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．5―50．6―1：03．2―1：15．8―1：28．5―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ランブリングマン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2012．10．20 東京3着

2010．3．3生 牡3鹿 母 ナムラコウラン 母母 テンザンナイーブ 8戦2勝 賞金 15，420，000円



25091 9月28日 晴 良 （25中山4）第8日 第7競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時30分 （芝・右・外）
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
2：10．1
2：10．0

良
良

48 コスモユウチャン 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 中村 和夫 464－ 82：15．8 15．0�
815 ライトヴァース 牡4鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース勢司 和浩 池田 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 62：15．9� 6．0�
611	 アポロテイスト 牡4栗 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 山際牧場 512＋ 22：16．11� 7．3�
47 マ グ メ ル 牡4鹿 57 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 B468± 02：16．2
 6．3�
35 コーラルタワー 牡3黒鹿54 丹内 祐次田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか 鳥谷 勝彦 446＋ 82：16．41� 17．2�
12 エイダイポイント 牡5芦 57 岩部 純二�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 444－ 2 〃 ハナ 5．1	
612 セプテントリオ 牡3黒鹿54 内田 博幸 �社台レースホース鈴木 康弘 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋10 〃 クビ 3．9

23 トウカイプリーズ 牡3鹿 54 戸崎 圭太内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 460－122：16．5クビ 22．2�
713 ウルフキングボーイ �3青鹿 54

51 ▲長岡 禎仁廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 482－ 2 〃 クビ 136．3�
816 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± 02：16．92� 11．4
714	 カンタベリーナイト 牡4鹿 57 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 502＋ 62：17．11 18．7�
59 ニシノレゾネ 牡3栗 54

51 ▲山崎 亮誠西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 440± 0 〃 クビ 209．5�
510 フォントネー 牝3鹿 52 吉田 隼人村野 康司氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 452± 02：17．2クビ 200．0�
11 アードバーク 牡4鹿 57 鈴木 慶太石川 幸司氏 南田美知雄 浦河 三栄牧場 470＋ 22：17．41 217．4�
24 プレドマンシュ 牝3鹿 52 武士沢友治 �社台レースホース池上 昌弘 新冠 追分ファーム B500－ 82：17．71
 153．5�
36 コモリスーザン 牝3栗 52

50 △杉原 誠人井上 久光氏 柴田 政人 日高 インターナショ
ナル牧場 B442－ 92：19．7大差 239．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，108，800円 複勝： 45，351，300円 枠連： 22，590，900円
馬連： 63，388，300円 馬単： 37，854，200円 ワイド： 27，403，400円
3連複： 76，079，900円 3連単： 122，736，300円 計： 419，513，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 380円 � 250円 � 240円 枠 連（4－8） 850円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 7，070円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，470円 �� 820円

3 連 複 ��� 8，480円 3 連 単 ��� 59，130円

票 数

単勝票数 計 241088 的中 � 12706（7番人気）
複勝票数 計 453513 的中 � 28328（7番人気）� 51654（5番人気）� 54651（3番人気）
枠連票数 計 225909 的中 （4－8） 19759（3番人気）
馬連票数 計 633883 的中 �� 14796（14番人気）
馬単票数 計 378542 的中 �� 3956（32番人気）
ワイド票数 計 274034 的中 �� 7305（12番人気）�� 4494（28番人気）�� 8381（10番人気）
3連複票数 計 760799 的中 ��� 6625（36番人気）
3連単票数 計1227363 的中 ��� 1532（249番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．3―13．3―13．4―12．7―12．0―11．5―11．3―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．4―37．7―51．0―1：04．4―1：17．1―1：29．1―1：40．6―1：51．9―2：03．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモユウチャン �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 Alysheba デビュー 2011．7．16 新潟7着

2009．5．29生 牡4鹿 母 ア コ レ ー ド 母母 ボーンフェイマス 27戦2勝 賞金 27，643，000円
〔制裁〕 コモリスーザン号の騎手杉原誠人は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）
※トウカイプリーズ号・フォントネー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

25092 9月28日 晴 良 （25中山4）第8日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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

815� ク ロ タ カ 牝4黒鹿 55
54 ☆嶋田 純次�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 492－161：11．4 4．2�

48 プリティーキャロル 牝3芦 53
51 △杉原 誠人伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 452－ 21：12．14 8．6�

35 レディーピンク 牝3鹿 53 西村 太一小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 434＋ 2 〃 クビ 20．0�
23 マイネエレーナ 牝5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 61：12．2� 17．6�
11 フランスギャル 牝4黒鹿55 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 480＋101：12．41� 14．4	
816 ピオニエトウショウ 牝4鹿 55 内田 博幸トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 450＋ 61：12．5クビ 4．1

611 セトノブロッサム 牝3黒鹿 53

50 ▲花田 大昂難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 482＋ 2 〃 ハナ 14．8�
713 オ リ ア ー ナ 牝3青鹿53 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 B492± 01：12．6� 62．6�
12 サクラベリー 牝3鹿 53 北村 宏司�さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 新和牧場 470－ 81：12．7クビ 43．8
36 ミシックトウショウ 牝5鹿 55 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 458＋ 6 〃 クビ 79．4�
24 サクセスセレーネ 牝4黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社
吉田ファーム 442＋ 21：12．8クビ 15．9�

714 ヒュウガミズキ 牝3鹿 53 横山 典弘山岸 桂市氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 476＋181：13．43� 4．3�
612 ニーマルダイヤ 牝3栃栗53 丸山 元気板橋 秋氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 498＋ 21：13．72 36．7�
47 レ フ ア 牝3鹿 53 三浦 皇成桑畑 �信氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 456－ 41：14．12� 56．6�
510 スターオブミューズ 牝3鹿 53 田中 勝春藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 482＋ 61：14．95 49．6�
59 � コトノクリチャン 牝4栗 55 木幡 初広栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 駿河牧場 442－161：15．53� 255．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，576，800円 複勝： 48，745，700円 枠連： 25，339，800円
馬連： 83，436，400円 馬単： 44，170，800円 ワイド： 33，371，200円
3連複： 92，076，700円 3連単： 150，694，000円 計： 510，411，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 200円 � 260円 � 530円 枠 連（4－8） 930円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，920円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 12，670円 3 連 単 ��� 50，210円

票 数

単勝票数 計 325768 的中 � 62364（2番人気）
複勝票数 計 487457 的中 � 75386（2番人気）� 51773（4番人気）� 20386（9番人気）
枠連票数 計 253398 的中 （4－8） 20305（3番人気）
馬連票数 計 834364 的中 �� 35197（4番人気）
馬単票数 計 441708 的中 �� 12155（5番人気）
ワイド票数 計 333712 的中 �� 11322（4番人気）�� 4200（26番人気）�� 4446（25番人気）
3連複票数 計 920767 的中 ��� 5367（42番人気）
3連単票数 計1506940 的中 ��� 2215（150番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―11．3―12．5―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．1―33．4―45．9―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F38．0
3 ・（2，6）16，5（10，11）（7，8）4（14，15，13）3，1－12＝9 4 ・（2，6）16，5（10，11）15（7，4，8）13，14，3，1－12＝9

勝馬の
紹 介

�ク ロ タ カ �
�
父 シーキングザダイヤ �

�
母父 デ ヒ ア

2009．5．4生 牝4黒鹿 母 ラプンツェル 母母 ラ ク リ ス 2戦1勝 賞金 7，200，000円
地方デビュー 2012．6．6 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コトノクリチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月28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 スマートジュメイラ号・ロードナイト号



25093 9月28日 晴 良 （25中山4）第8日 第9競走 ��
��1，600�

ふ よ う

芙蓉ステークス
発走14時35分 （芝・右・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金750万円毎1�増

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：33．4
1：33．1

良
良

67 マーブルカテドラル 牝2鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 436＋ 61：34．6 3．9�
811 イ オ ラ ニ 牡2黒鹿54 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 482－ 21：34．7� 7．2�
810 パシフィックギャル 牝2芦 54 内田 博幸吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 488－ 81：34．8	 4．1�
22 マイネオーラム 牝2鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 4 〃 ハナ 32．9�
11 キーンソード 牡2黒鹿54 三浦 皇成佐々木雄二氏 黒岩 陽一 浦河 中脇 満 444＋ 8 〃 クビ 32．2	
79 ツクバアズマオー 牡2鹿 54 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 460± 01：34．9クビ 12．3

55 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 506＋ 4 〃 ハナ 3．2�
78 ス ー リ ー ル 牝2鹿 54 石橋 脩�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440± 01：35．11
 26．2�
44 フ ァ ソ ン 牡2鹿 54 吉田 隼人桐谷 茂氏 高木 登 浦河 ガーベラパー

クスタツド B442± 01：35．95 25．1
66 マイネルアウラート 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 21：36．11
 18．8�
33 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 454＋ 21：36．52� 34．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 50，162，800円 複勝： 74，582，200円 枠連： 24，243，100円
馬連： 108，837，400円 馬単： 62，898，400円 ワイド： 41，550，300円
3連複： 110，513，800円 3連単： 221，007，100円 計： 693，795，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 180円 � 150円 枠 連（6－8） 340円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 400円 �� 290円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 5，820円

票 数

単勝票数 計 501628 的中 � 101807（2番人気）
複勝票数 計 745822 的中 � 141947（1番人気）� 99337（4番人気）� 140439（2番人気）
枠連票数 計 242431 的中 （6－8） 53300（1番人気）
馬連票数 計1088374 的中 �� 62719（5番人気）
馬単票数 計 628984 的中 �� 21754（8番人気）
ワイド票数 計 415503 的中 �� 25038（4番人気）�� 37394（1番人気）�� 29030（3番人気）
3連複票数 計1105138 的中 ��� 74237（1番人気）
3連単票数 計2210071 的中 ��� 28036（5番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．3―11．9―12．3―11．7―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―35．2―47．1―59．4―1：11．1―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

マーブルカテドラル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2013．6．22 東京1着

2011．3．20生 牝2鹿 母 ヘルスウォール 母母 サラトガフラッシュ 3戦2勝 賞金 25，259，000円
〔制裁〕 マイネオーラム号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：4番）

25094 9月28日 曇 良 （25中山4）第8日 第10競走 ��
��2，000�

な ら し の

習 志 野 特 別
発走15時10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

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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．0
1：56．1

良
良

47 ダノンジェラート 牡4鹿 57 三浦 皇成�ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム 484＋ 42：01．9 1．7�
58 マイネルディーン 牡4青 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 454＋ 4 〃 クビ 7．6�
11 ロードエフォール 牡5黒鹿57 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 484＋ 42：02．11� 58．0�
34 ユキノサムライ 牡4栗 57 横山 典弘村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 460－10 〃 クビ 16．9�
610 タツミリュウ 牡5栗 57 田辺 裕信�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 498± 0 〃 ハナ 19．7	
713 マイネルシュライ 牡5青 57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B498± 02：02．2クビ 21．5


814 コスモバタフライ 牝5黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 488± 0 〃 クビ 89．5�
23 フェイルノート 	6青鹿57 松岡 正海 �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム 520± 02：02．3クビ 130．4�
22 
 アルティスト 牡6鹿 57 二本柳 壮塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 484－ 42：02．4� 43．7
46 アイスフォーリス 牝4芦 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 470＋ 4 〃 同着 6．2�
712 エーブフウジン 牡5栗 57 大野 拓弥 �レーシングホース

ジャパン 高橋 文雅 新ひだか ダイイチ牧場 B496± 02：02．5� 87．4�
59 オペラダンシング 牡4黒鹿57 吉田 豊鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 462＋ 2 〃 ハナ 16．2�
611 ネコタイショウ 牡3鹿 54 勝浦 正樹桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 434－ 8 〃 クビ 18．3�
35 
 ラゴディラゴライ 牝3鹿 52 武士沢友治佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464＋ 22：02．71� 295．8�
815
 トーセンノーブル 牝5鹿 55 江田 照男島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 494－ 62：02．91� 136．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 47，821，300円 複勝： 105，349，600円 枠連： 32，700，200円
馬連： 130，184，200円 馬単： 84，524，400円 ワイド： 55，022，600円
3連複： 174，452，300円 3連単： 331，279，100円 計： 961，333，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 710円 枠 連（4－5） 340円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，310円 �� 3，410円

3 連 複 ��� 7，800円 3 連 単 ��� 20，360円

票 数

単勝票数 計 478213 的中 � 232743（1番人気）
複勝票数 計1053496 的中 � 527346（1番人気）� 100168（3番人気）� 18619（10番人気）
枠連票数 計 327002 的中 （4－5） 71127（1番人気）
馬連票数 計1301842 的中 �� 170056（2番人気）
馬単票数 計 845244 的中 �� 81377（2番人気）
ワイド票数 計 550226 的中 �� 59419（2番人気）�� 9565（15番人気）�� 3530（39番人気）
3連複票数 計1744523 的中 ��� 16521（26番人気）
3連単票数 計3312791 的中 ��� 12011（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．7―36．9―49．6―1：02．5―1：14．8―1：26．7―1：38．4―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンジェラート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pivotal デビュー 2012．3．31 中山2着

2009．2．22生 牡4鹿 母 ペンカナプリンセス 母母 Tiriana 8戦4勝 賞金 58，242，000円



25095 9月28日 曇 良 （25中山4）第8日 第11競走 ��
��1，600�

しゅうふう

秋風ステークス
発走15時45分 （芝・右・外）
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55�4歳
以上57�，牝馬2�減

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

12 ブレイズアトレイル 牡4芦 57 田中 勝春 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：33．2 4．0�
815 フラアンジェリコ 牡5栗 57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 506＋121：33．3� 35．7�
36 パワースポット 牝5鹿 55 横山 典弘�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 470－ 21：33．51 4．5�
714 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± 0 〃 クビ 18．2�
510 コスモソーンパーク 牡5青鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 2 〃 アタマ 19．2�
11 エスピナアスール 牝6黒鹿55 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 466－ 21：33．6クビ 45．7	
816 クッカーニャ 牝4青鹿55 石橋 脩 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 クビ 11．2

612 オ リ ー ビ ン 牡4栗 57 内田 博幸吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 アタマ 4．8�
23 ゼンノルジェロ 牡5青 57 丸山 元気大迫久美子氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502－ 61：33．7� 13．2�
59 ホーカーテンペスト 牡4栗 57 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 クビ 7．1
713 ミヤビファルネーゼ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 486＋ 21：34．01	 23．0�
611 サカジロロイヤル 牡5黒鹿57 柴山 雄一ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 504－ 21：34．32 49．2�
48 
 タ ー フ ェ ル 牡5栗 57 吉田 隼人伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 B502－ 41：34．4� 23．2�
47 ユキノハリケーン 牡9鹿 57 大野 拓弥馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 492＋ 81：34．5	 323．9�
24 トウショウフォアゴ 牡6黒鹿57 武士沢友治トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474＋ 61：35．03 423．4�
35 マイネルエデン 牡7鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 飛渡牧場 538＋161：35．21� 484．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 66，129，300円 複勝： 115，577，400円 枠連： 59，053，400円
馬連： 268，453，200円 馬単： 133，044，300円 ワイド： 88，654，300円
3連複： 339，385，300円 3連単： 594，624，200円 計： 1，664，921，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 710円 � 180円 枠 連（1－8） 1，640円

馬 連 �� 7，640円 馬 単 �� 12，240円

ワ イ ド �� 2，390円 �� 450円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 14，350円 3 連 単 ��� 83，610円

票 数

単勝票数 計 661293 的中 � 133269（1番人気）
複勝票数 計1155774 的中 � 215921（1番人気）� 31194（11番人気）� 190918（2番人気）
枠連票数 計 590534 的中 （1－8） 26643（7番人気）
馬連票数 計2684532 的中 �� 25935（31番人気）
馬単票数 計1330443 的中 �� 8028（52番人気）
ワイド票数 計 886543 的中 �� 8683（35番人気）�� 53970（1番人気）�� 9064（33番人気）
3連複票数 計3393853 的中 ��� 17465（48番人気）
3連単票数 計5946242 的中 ��� 5249（295番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―35．7―47．0―58．3―1：09．6―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

ブレイズアトレイル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2011．7．24 新潟2着

2009．4．13生 牡4芦 母 ラフィントレイル 母母 ファビラスラフイン 15戦5勝 賞金 66，031，000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） 5頭 アロマカフェ号・シルクオフィサー号・テーオーケンジャ号・ヒラボクインパクト号・ベストディール号

25096 9月28日 曇 良 （25中山4）第8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

11 フルヒロボーイ 牡4鹿 57 蛯名 正義古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 B522－ 21：11．9 1．9�
611 シュナップス 牡3栗 55 内田 博幸藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 452＋181：12．32� 12．8�
23 � ショウナンハヤブサ 牡4栗 57 丹内 祐次国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 B506± 01：12．4� 125．1�
612 リーサムダイチ 牡5鹿 57 武士沢友治平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 476＋ 21：12．5クビ 66．4�
815 セイントチャンス 牡4鹿 57 北村 宏司内海 正章氏 勢司 和浩 様似 清水スタッド 484＋ 4 〃 ハナ 38．0�
713 ヘイハチスカイ 牡4鹿 57

55 △横山 和生伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 466＋ 21：12．71� 42．6�
714 ヴェルティゴ 牡4青鹿57 吉田 豊島田 久氏 尾関 知人 新冠 つつみ牧場 516＋ 41：12．91� 6．6	
510 クレバーカイオウ 牡3鹿 55 田辺 裕信
岡崎牧場 小西 一男 新冠 長浜牧場 456－ 2 〃 ハナ 31．7�
36 デイブレイク 牡5鹿 57 柴田 大知
ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 494＋ 8 〃 クビ 18．6�
816� サザランディー 牝3黒鹿53 村田 一誠
村田牧場 鈴木 伸尋 新冠 村田牧場 462＋ 41：13．11� 378．5
24 ルミナススカイ 牡4黒鹿57 吉田 隼人小林 久義氏 中川 公成 日高 エンドレス

ファーム 474＋ 21：13．42 13．4�
35 フジマサマキシム 牝3栗 53 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 486＋ 41：13．61� 10．1�
59 � ヴァイスヴェルト 牡4芦 57 伊藤 工真
ターフ・スポート金成 貴史 浦河 酒井牧場 466± 01：13．81� 128．9�
48 ジプシーマイラブ 牝4黒鹿55 横山 典弘 
社台レースホース黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 466－ 41：14．01� 36．9�
12 スズノライジン 牡4黒鹿57 戸崎 圭太小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 524＋101：14．1� 7．9�
47 � フォレストピア 牡4鹿 57 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 日高 オリオンファーム 456－ 21：14．84 409．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，776，700円 複勝： 97，449，700円 枠連： 39，640，700円
馬連： 180，937，100円 馬単： 89，949，000円 ワイド： 68，196，900円
3連複： 183，046，500円 3連単： 385，467，900円 計： 1，097，464，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 290円 � 2，270円 枠 連（1－6） 900円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 640円 �� 3，270円 �� 18，820円

3 連 複 ��� 32，840円 3 連 単 ��� 98，680円

票 数

単勝票数 計 527767 的中 � 223002（1番人気）
複勝票数 計 974497 的中 � 358130（1番人気）� 69076（5番人気）� 6807（14番人気）
枠連票数 計 396407 的中 （1－6） 32657（5番人気）
馬連票数 計1809371 的中 �� 100681（6番人気）
馬単票数 計 899490 的中 �� 33626（8番人気）
ワイド票数 計 681969 的中 �� 28497（6番人気）�� 4985（34番人気）�� 850（82番人気）
3連複票数 計1830465 的中 ��� 4114（84番人気）
3連単票数 計3854679 的中 ��� 2883（275番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．0―11．9―12．6―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．4―45．3―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フルヒロボーイ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2012．2．5 東京1着

2009．5．9生 牡4鹿 母 スターオブジュニパー 母母 Good Luck Charm 17戦3勝 賞金 38，450，000円
※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） 2頭 エドノキミツ号・ジョバイロ号
（非抽選馬） 2頭 キングモンブラン号・タマノエスペランサ号



（25中山4）第8日 9月28日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

197，560，000円
2，080，000円
6，800，000円
1，370，000円
17，660，000円
64，427，250円
5，384，600円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
411，378，200円
733，886，200円
298，754，000円
1，133，475，900円
656，690，300円
463，350，000円
1，356，508，800円
2，451，542，400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
計 7，505，585，800円

総入場人員 20，301名 （有料入場人員 18，285名）
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