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２７００１ ９月１０日 晴 良 （２３中山４）第１日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０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

７１３ トランドネージュ 牝２栗 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４７６± ０１：３４．４ １．６�

１２ トーセンベニザクラ 牝２黒鹿５４ 中舘 英二島川 �哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ
スティファーム ４３２－ ４１：３４．８２� ４．０�

８１６ ユッカマウンテン 牝２栗 ５４ 田辺 裕信吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ４４０－ ４ 〃 クビ ２１．１�
４８ ティアップハッピー 牝２栗 ５４ 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 日高 天羽牧場 ４９０± ０１：３４．９クビ ４８．４�
５９ オーシュペール 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム ４４６± ０ 〃 ハナ １７．２	
１１ サンキューアスク 牝２黒鹿５４ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４７２－ ２１：３５．１１ ４８．５

７１４ プリッキーヌー 牝２栗 ５４ 吉田 豊吉田 勝己氏 菊川 正達 安平 ノーザンファーム ４４６－ ４ 〃 ハナ ９０．７�
２３ トーセンピアス 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人島川 �哉氏 松永 康利 千歳 社台ファーム ４１２＋ ８１：３５．３１� ４２．２�
６１１ コスモリボン 牝２栗 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム ４７０－ ２ 〃 クビ ７０．７
３５ ステラーケイト 牝２栗 ５４ 石橋 脩井上 一郎氏 大江原 哲 新冠 パカパカ

ファーム ４４４－１２１：３５．５１� ８．４�
２４ ポ ッ プ イ ン 牝２鹿 ５４ 木幡 初広島田 久氏 小野 次郎 日高 今井牧場 ４１４＋ ４１：３５．７１� ４４５．２�
３６ マイネサムサラ 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム ４３０＋ ４１：３６．１２� ２５．５�
５１０ ワンダフルギフト 牝２栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士吉野 弘司氏 柴崎 勇 白老 白老大須賀
牧場 ４５６－ ６１：３６．６３ ５２７．４�

８１５ サニースペシャル 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲平野 優宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４６８－ ４１：３６．８１� １５２．８�
６１２ スターインザライト 牝２栗 ５４ 小林 淳一星野 壽市氏 保田 一隆 日高 前野牧場 ４００－ ６１：３６．９� ２０５．７�
４７ トラストシンシ 牝２栗 ５４ 的場 勇人菅波 雅巳氏 的場 均 浦河 駿河牧場 ４７８＋ ２１：３７．０クビ ７９３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９４３，５００円 複勝： ３９，３３６，３００円 枠連： １３，０４８，１００円

馬連： ４６，１１５，２００円 馬単： ３４，７８４，４００円 ワイド： ２１，９６１，０００円

３連複： ６１，１９７，２００円 ３連単： １０５，２６４，５００円 計： ３４１，６５０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ２６０円 枠 連（１－７） ３６０円

馬 連 �� ３６０円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ４８０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 ��� ３，５２０円

票 数

単勝票数 計 １９９４３５ 的中 � １００６８３（１番人気）
複勝票数 計 ３９３３６３ 的中 � １８８９０５（１番人気）� ７３４２１（２番人気）� １８６８９（５番人気）
枠連票数 計 １３０４８１ 的中 （１－７） ２７４３９（１番人気）
馬連票数 計 ４６１１５２ 的中 �� ９６７１８（１番人気）
馬単票数 計 ３４７８４４ 的中 �� ４６５２６（１番人気）
ワイド票数 計 ２１９６１０ 的中 �� ４３４９２（１番人気）�� ９８８８（５番人気）�� ４６０５（１２番人気）
３連複票数 計 ６１１９７２ 的中 ��� ３１４７５（３番人気）
３連単票数 計１０５２６４５ 的中 ��� ２２１０１（４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１１．８―１１．９―１２．３―１１．８―１１．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．８―３５．６―４７．５―５９．８―１：１１．６―１：２２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．６

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

勝馬の
紹 介

トランドネージュ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．８．２７ 新潟３着

２００９．３．１生 牝２栗 母 イルネージュ 母母 ジュウニヒトエ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 サンキューアスク号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１２番・６番への進路影

響）
※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 バトルキトリ号

２７００２ ９月１０日 晴 良 （２３中山４）第１日 第２競走 ��
��１，２００�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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

７１３ コスモアクセス 牝２栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム ４４２－ ６１：０８．６ ２３．６�

８１５ ヨシールプリンセス 牝２鹿 ５４ 石橋 脩吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４３２＋１０１：０８．８１� ２．３�
３５ エンプレスラブ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 IHR 田村 康仁 浦河 村中牧場 ４９２＋ ４ 〃 クビ ７．１�
１１ エムアイチャンドラ 牝２栗 ５４ 田辺 裕信礒川 正明氏 松永 康利 日高 下河辺牧場 ４６０＋ ２１：０８．９� １５．４�
１２ タニセンジャッキー 牡２鹿 ５４ 中舘 英二染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４５８－ ２１：０９．０� ４．５�
３６ ヘリオスフィア 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド ４６２－ ８１：０９．１� １２１．３�
４７ マイネルプレジャー 牡２鹿 ５４ 中谷 雄太 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム ４７６－ ４ 〃 ハナ ９２．３

５９ マイネルドラガン 牡２栗 ５４ 大野 拓弥 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム B４２６＋ ４ 〃 クビ ２３．２�
６１２ ジョイフルワールド 牡２栗 ５４

５１ ▲平野 優前田 幸治氏 武藤 善則 新ひだか 佐竹 学 ４２６± ０１：０９．２� ８４．６�
６１１ ケージーカグヤヒメ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広川井 五郎氏 菊沢 隆徳 新ひだか 松本牧場 ４３６± ０ 〃 クビ １６．８
５１０ ハルピュイア 牝２芦 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４４０－１２１：０９．３� ２６８．６�
２４ カシノアゲート 牡２黒鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 村下農場 ４５０± ０１：０９．４クビ ８２．１�
４８ フロイントシャフト 牡２鹿 ５４ 江田 照男宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 本巣牧場 ４６２＋ ８１：０９．８２� ７．７�
８１６ ガッテンラヴ 牝２黒鹿５４ 吉田 豊大島 敏氏 本間 忍 浦河 日田牧場 ４６６－ ２１：０９．９� １６．１�
２３ ネコヤッタネ 牡２栗 ５４ 北村 宏司桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 ４５２－ ６１：１０．１１� ９５．２�
７１４ ブラボークリチャン 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４３６－ ６１：１２．２大差 ７０７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，１５１，０００円 複勝： ３０，８７５，５００円 枠連： １４，６８４，０００円

馬連： ４３，９３１，０００円 馬単： ３０，６５３，９００円 ワイド： １９，２８２，６００円

３連複： ５７，００１，１００円 ３連単： ８７，６４２，３００円 計： ３００，２２１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３６０円 複 勝 � ５３０円 � １２０円 � ２４０円 枠 連（７－８） ２，１８０円

馬 連 �� ３，０１０円 馬 単 �� ８，２６０円

ワ イ ド �� １，３２０円 �� ２，７１０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ５，０１０円 ３ 連 単 ��� ５２，８５０円

票 数

単勝票数 計 １６１５１０ 的中 � ５４０７（９番人気）
複勝票数 計 ３０８７５５ 的中 � １０１６７（９番人気）� １０６３４８（１番人気）� ２７７０３（４番人気）
枠連票数 計 １４６８４０ 的中 （７－８） ４９８５（９番人気）
馬連票数 計 ４３９３１０ 的中 �� １０７８０（１１番人気）
馬単票数 計 ３０６５３９ 的中 �� ２７４１（２６番人気）
ワイド票数 計 １９２８２６ 的中 �� ３４８６（１５番人気）�� １６４９（３２番人気）�� １１４９２（３番人気）
３連複票数 計 ５７００１１ 的中 ��� ８４１０（１７番人気）
３連単票数 計 ８７６４２３ 的中 ��� １２２４（１５１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．２―１１．０―１１．６―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．２―３３．２―４４．８―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモアクセス �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 グラスワンダー デビュー ２０１１．８．２０ 新潟９着

２００９．４．１３生 牝２栗 母 コスモスカイライン 母母 レーシングスパイス ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラボークリチャン号は，平成２３年１１月１０日まで平地競走に出走できない。

第４回　中山競馬　第１日



２７００３ ９月１０日 晴 良 （２３中山４）第１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 ４，５００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ６８０，０００円 ４５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５１０ ケイオークラウン 牡３栗 ５６ 大野 拓弥ジャパンフードビジネス� 高木 登 浦河 荻伏三好フ
アーム ４９６＋ ８１：１１．９ ８．３�

１２ ヒラボクローレル �３鹿 ５６ 北村 宏司�平田牧場 古賀 慎明 浦河 辻 牧場 B４５６＋ ８１：１３．３９ ８．０�
１１ スイートフラム 牝３鹿 ５４ 田中 勝春シンボリ牧場 古賀 慎明 日高 シンボリ牧場 B４２０－１０１：１３．４� ５６．８�
２４ サンマルグロワール 牡３鹿 ５６ 小林 淳一相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 笹島 政信 ５８０－ ８１：１３．７１� １５９．４�
４７ テイエムタカシオ 牡３栗 ５６ 二本柳 壮竹園 正繼氏 加藤 和宏 新ひだか 山田牧場 ４４０＋ ２１：１４．０１� １９１．８�
８１６ スターリーベイ 牝３栗 ５４ 武士沢友治吉田 和子氏 木村 哲也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ３８６－ ２１：１４．１� ４４７．３�
７１３ カナレセッテ 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥グリーンスウォード 中川 公成 浦河 谷口牧場 ４３０－１２ 〃 ハナ ２９７．１	
２３ ワンステップ 牝３鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士楠本 勝美氏 水野 貴広 新冠 芳住 革二 ４０６－ ４ 〃 ハナ １９０．５

６１２ ヘラルドリー 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４１：１４．２� １．２�
４８ スカイセルヴァ 牝３鹿 ５４ 横山 義行 �スカイツリーレーシング 田中 剛 新ひだか 平野牧場 ４３６± ０ 〃 ハナ ２１１．２
８１５ シークスピナー 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎池住 安信氏 保田 一隆 新ひだか 森 政巳 ４３６＋１０１：１４．３� ２０８．４�
６１１ リッツクイーンラブ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠栗山 良子氏 中野 栄治 新ひだか 棚川 光男 ４６２－ ４１：１４．４クビ ２３８．３�
３５ フェイクグローリー 牡３黒鹿５６ 中舘 英二山上 和良氏 菊川 正達 浦河 不二牧場 B４９０＋ ８１：１４．９３ １９．９�
５９ マッハスリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太浜野順之助氏 松山 将樹 浦河 村下牧場 ４４２＋ ８１：１５．１１� ４６５．５�
７１４ ホワイトスターズ 牝３芦 ５４ 江田 照男エデンアソシエーション 牧 光二 新ひだか 田中 裕之 B４５０± ０ 〃 ハナ ３８．０�
３６ グランディス 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優福本 次雄氏 天間 昭一 日高 藤本 直弘 ４４８－ ８１：１５．２クビ ４５２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，６７９，２００円 複勝： ５８，８０８，９００円 枠連： １３，８４４，６００円

馬連： ３７，４２９，９００円 馬単： ３６，７９３，９００円 ワイド： １６，８０３，７００円

３連複： ４８，０１２，４００円 ３連単： １１７，３６８，０００円 計： ３５０，７４０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ３３０円 � ３９０円 � １，７５０円 枠 連（１－５） ９５０円

馬 連 �� １，６２０円 馬 単 �� ４，０９０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� １，４７０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ８，２９０円 ３ 連 単 ��� ３６，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２１６７９２ 的中 � ２０７２３（３番人気）
複勝票数 計 ５８８０８９ 的中 � ５１０６２（２番人気）� ４１９２６（３番人気）� ７７６７（６番人気）
枠連票数 計 １３８４４６ 的中 （１－５） １０８１９（４番人気）
馬連票数 計 ３７４２９９ 的中 �� １７１３８（６番人気）
馬単票数 計 ３６７９３９ 的中 �� ６６５０（１１番人気）
ワイド票数 計 １６８０３７ 的中 �� １０２２９（４番人気）�� ２６７２（１４番人気）�� ３７５９（１０番人気）
３連複票数 計 ４８０１２４ 的中 ��� ４２７８（２１番人気）
３連単票数 計１１７３６８０ 的中 ��� ２３４５（８０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．７―１２．５―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３４．３―４６．８―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイオークラウン �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 ハ ン セ ル デビュー ２０１０．８．２１ 新潟１０着

２００８．４．６生 牡３栗 母 レギンレイヴ 母母 カルメンシータ ６戦１勝 賞金 ６，１８０，０００円

２７００４ ９月１０日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３中山４）第１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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

６６ リザーブカード 牡８鹿 ６０ 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５０２－ ４３：１３．８ ３．９�

５５ � コブラボール 牡７青鹿６０ 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 ４８２＋ ４３：１５．１８ ２．５�
４４ タイキデイブレイク �４鹿 ６０ 高野 和馬�大樹ファーム 戸田 博文 新冠 パカパカ

ファーム ４５８＋ ２３：１５．５２� ５０．７�
７７ � ブルーデイズ 牡５鹿 ６０ 石神 深一 �ブルーマネジメント田島 俊明 新ひだか 加野牧場 ５１８＋ ８３：１５．７１� ３５．０�
８９ テイエムバカラ 牡３鹿 ５８ 山本 康志竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ５０４＋ ４３：１６．１２� ８．５�
２２ ヴィーヴァシャトル 牡５栗 ６０ 江田 勇亮芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 ５００± ０３：１６．４１	 ２３．４	
３３ ノーリプライ �７芦 ６０ 穂苅 寿彦�瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４９４－ ２３：１６．５� ７．０

１１ マイティーアゲン 牝４鹿 ５８ 平沢 健治浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 ４４６＋ ４３：１７．３５ ４．２�
８８ カシマレジェンド 牡６鹿 ６０ 鈴木 慶太松浦 一久氏 佐藤 全弘 平取 原田 新治 ５３４＋１２３：２３．６大差 １２０．７�

（９頭）

売 得 金

単勝： １２，１４０，２００円 複勝： １６，０１７，８００円 枠連： ８，１８９，０００円

馬連： ２７，４６６，１００円 馬単： ２４，２５５，４００円 ワイド： １１，８７４，４００円

３連複： ３６，０７４，０００円 ３連単： ８３，９３８，１００円 計： ２１９，９５５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � ５２０円 枠 連（５－６） ５６０円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ２，９３０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ７，５９０円 ３ 連 単 ��� ３３，７３０円

票 数

単勝票数 計 １２１４０２ 的中 � ２４５６３（２番人気）
複勝票数 計 １６０１７８ 的中 � ２３８２３（３番人気）� ４９２０６（１番人気）� ５２２６（７番人気）
枠連票数 計 ８１８９０ 的中 （５－６） １０８４５（３番人気）
馬連票数 計 ２７４６６１ 的中 �� ３１８５７（３番人気）
馬単票数 計 ２４２５５４ 的中 �� １２７９７（５番人気）
ワイド票数 計 １１８７４４ 的中 �� １０８３３（３番人気）�� ８９５（２９番人気）�� ３２０５（１２番人気）
３連複票数 計 ３６０７４０ 的中 ��� ３５０８（２２番人気）
３連単票数 計 ８３９３８１ 的中 ��� １８３７（１０１番人気）

上り １マイル １：４６．５ ４F ５０．８－３F ３８．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リザーブカード 
�
父 サクラバクシンオー 

�
母父 Bering デビュー ２００５．７．３ 函館１着

２００３．２．１７生 牡８鹿 母 ディナータイム 母母 Dinner Out 障害：１戦１勝 賞金 ７，３００，０００円

追 加 記 事（第4回新潟競馬第 7日第 6競走）

〔その他〕　ドゥーユアベスト号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折〕を発症。なお，同馬は

「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



２７００５ ９月１０日 晴 良 （２３中山４）第１日 第５競走 ��１，２００�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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

５６ バウンダリーワン 牡２鹿 ５４ 横山 典弘山口 真吾氏 木村 哲也 日高 日高大洋牧場 ４３６ ―１：０９．９ ２．５�

７１０ ダイワカリエンテ 牝２栗 ５４ 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４３８ ― 〃 クビ ３．４�
２２ グラントリノ 牝２栗 ５４ 吉田 豊加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４３２ ―１：１０．１１� ８．７�
１１ コスモダンケシェン 牡２鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 中脇 満 ４７０ ―１：１０．２� ４．５�
６８ マスターキワミ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二�坂東牧場 土田 稔 むかわ 上水牧場 ４４０ ―１：１０．４１� ６３．１�
４４ デ ー ヴ ィ ー 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 荒木 貴宏 ４４０ ―１：１０．５� ８４．８�
８１２ エ ビ ー タ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司石川 達絵氏 小笠 倫弘 新ひだか 水上 習孝 ４１４ ―１：１１．２４ １９．２	
７９ クレバータイガー 牡２栗 ５４ 田辺 裕信田
 正明氏 石毛 善彦 新ひだか 畠山牧場 ４２２ ― 〃 クビ １３．０�
６７ デルマアマテラス 牝２鹿 ５４ 武士沢友治浅沼 廣幸氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４６０ ― 〃 ハナ ３６．２�
５５ サワヤカマックス 牡２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次中村 浩章氏 武藤 善則 平取 高橋 啓 ４１６ ―１：１１．３� ５１．５
８１１ イ チ リ ヅ カ 牝２栗 ５４ 江田 照男江川 伸夫氏 矢野 照正 浦河 昭和牧場 ４２４ ―１：１１．７２� ８１．８�
３３ ヒシデュランダル 牝２栗 ５４

５１ ▲平野 優阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 ４２６ ―１：１２．８７ ９８．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，３６８，４００円 複勝： １９，７６４，４００円 枠連： １１，６２１，５００円

馬連： ３９，７４９，１００円 馬単： ２８，９８６，６００円 ワイド： １５，３９４，４００円

３連複： ４３，６３９，３００円 ３連単： ７９，９１６，８００円 計： ２５４，４４０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（５－７） ３９０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ３９０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ３，５１０円

票 数

単勝票数 計 １５３６８４ 的中 � ４８６１９（１番人気）
複勝票数 計 １９７６４４ 的中 � ５２３９９（１番人気）� ４０９５０（２番人気）� ２５１８４（４番人気）
枠連票数 計 １１６２１５ 的中 （５－７） ２２１８９（１番人気）
馬連票数 計 ３９７４９１ 的中 �� ６３５８０（１番人気）
馬単票数 計 ２８９８６６ 的中 �� ２６６０９（１番人気）
ワイド票数 計 １５３９４４ 的中 �� ２２２４９（１番人気）�� ９０２８（４番人気）�� ６７３６（６番人気）
３連複票数 計 ４３６３９３ 的中 ��� ２９４４２（２番人気）
３連単票数 計 ７９９１６８ 的中 ��� １６８４０（４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．５―１１．６―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．６―４６．２―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バウンダリーワン �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 アドマイヤベガ 初出走

２００９．４．５生 牡２鹿 母 イ デ ア ー レ 母母 サクラハゴロモ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 デーヴィー号の騎手中谷雄太は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（９番への進路影響）

２７００６ ９月１０日 晴 良 （２３中山４）第１日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，５００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ６８０，０００円 ４５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

４８ アップルジャック 牡３黒鹿５６ 北村 宏司藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ５０８± ０１：３３．５ １３．１�

２３ エメラルスピード 牡３栗 ５６ 中舘 英二高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４５６－１０ 〃 クビ ６０．４�
５１０ エフティレフア 牝３青鹿５４ 横山 典弘吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B４４２－ ４ 〃 アタマ ８．４�
８１６ ル ー ジ ュ 牝３栗 ５４ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４７２＋ ８１：３３．６� １１．７�
１１ � レディスウィフト 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信�谷川牧場 二ノ宮敬宇 米

Hill ’n’ Dale Equine
Holdings, Inc. & Ed-
ward McGhee

４８２± ０１：３３．８１� ３．３�
７１３ キングロンシャープ 牡３栗 ５６ 大野 拓弥小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 ４７０± ０１：３３．９� ３５．２�
１２ ドルフィンキック 牡３黒鹿５６ 吉田 豊 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム B４７６－ ２ 〃 クビ ７．２	
２４ � ルージュクール 牝３青鹿５２ 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 豪

Arrowfield Pastoral Pty
Ltd & Planette Thor-
oughbred Trading

４３４－ ６１：３４．１１ ４．５

６１１ シルキーレッド 牝３栗 ５４ 村田 一誠有限会社シルク池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 ４３６－ ４１：３４．２	 ３４５．０�
７１４ マイネルトゥモロー 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新ひだか 千代田牧場 ４５４－ ２１：３４．４１� １８．７
３５ タ ー フ ェ ル 牡３栗 ５６ 安藤 勝己伊達 敏明氏 斎藤 誠 日高 サンシャイン

牧場 ４７４－ ６１：３４．６１� ６．５�
８１５ トリプルハート 牝３鹿 ５４ 田中 勝春村木 篤氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ４０２－１０１：３４．８１� １８４．５�
３６ ブラックエスパー 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎長谷川兼美氏 加藤 和宏 新ひだか 澤田 嘉隆 B４４８－ ２１：３５．０１� ７３．５�
５９ グランプラス 牝３青鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B４２６－ ４ 〃 クビ ２８．６�
４７ オービーレディー 牝３芦 ５４

５１ ▲杉原 誠人�富士開発 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４４８＋ ２１：３５．１クビ ２６７．１�
６１２ ポリフォニー 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優藤田 宗平氏 本間 忍 日高 日西牧場 ４３２＋ １１：３７．６大差 ６９１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６０４，７００円 複勝： ３７，３１８，７００円 枠連： １８，８３９，１００円

馬連： ５８，３２８，７００円 馬単： ３４，９８７，７００円 ワイド： ２４，７５０，０００円

３連複： ７４，２３２，４００円 ３連単： １１５，３５０，９００円 計： ３８２，４１２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ３９０円 � １，５６０円 � ３１０円 枠 連（２－４） ３，３６０円

馬 連 �� ３８，５１０円 馬 単 �� ８３，５７０円

ワ イ ド �� ８，１９０円 �� １，４６０円 �� ６，６８０円

３ 連 複 ��� １０２，０２０円 ３ 連 単 ��� ６０３，７６０円

票 数

単勝票数 計 １８６０４７ 的中 � １１２６７（７番人気）
複勝票数 計 ３７３１８７ 的中 � ２６４２２（６番人気）� ５４９５（１１番人気）� ３４８０３（５番人気）
枠連票数 計 １８８３９１ 的中 （２－４） ４１４０（１５番人気）
馬連票数 計 ５８３２８７ 的中 �� １１１８（５８番人気）
馬単票数 計 ３４９８７７ 的中 �� ３０９（１１６番人気）
ワイド票数 計 ２４７５００ 的中 �� ７３３（５５番人気）�� ４３０３（２０番人気）�� ９００（５３番人気）
３連複票数 計 ７４２３２４ 的中 ��� ５３７（１６９番人気）
３連単票数 計１１５３５０９ 的中 ��� １４１（９８３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．６―１１．８―１２．１―１１．７―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２２．９―３４．５―４６．３―５８．４―１：１０．１―１：２１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．１

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

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

アップルジャック �
�
父 アポインテッドデイ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２０１０．８．２９ 新潟７着

２００８．５．６生 牡３黒鹿 母 アラマササイダー 母母 アラマサユウコ １１戦１勝 賞金 １０，３９０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポリフォニー号は，平成２３年１１月１０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 シルクハイボール号・トーホウビューティ号



２７００７ ９月１０日 晴 良 （２３中山４）第１日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１０ ベストオブケン 牡３黒鹿５４ 吉田 豊中西 宏彰氏 清水 英克 新冠 川上牧場 B４５６± ０１：５３．４ ２５．３�

４４ � クラシックセンス 牡４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 ４６８± ０１：５３．６１� ４．５�
５６ トウショウカムイ 牡３鹿 ５４ 石橋 脩トウショウ産業� 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 ５０４＋ ２１：５４．２３� １．９�
６７ ウエスタンブラボー 牡４青鹿５７ 田中 勝春西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４７４＋ ２ 〃 ハナ １３．２�
１１ デュアルサクセス 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４３０－ ６１：５４．３� ４８．０�
６８ オルレアンノオトメ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４７２＋ ８１：５４．６１� ３１．３	
８１２ サトノアポロ 牡３黒鹿５４ 北村 宏司里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９６± ０ 〃 ハナ ５．５

５５ トーセンドンファン 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信島川 �哉氏 清水 利章 浦河 バンブー牧場 ４７８± ０１：５５．０２� ３３．７�
３３ メイショウドレイク 牡６黒鹿５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５２４± ０１：５５．１クビ ９．３
２２ � ディアドクター 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥加藤 徹氏 松永 康利 新ひだか 静内白井牧場 ４８６－ ２１：５７．３大差 １３１．１�
８１１ レ ッ プ ウ 	４鹿 ５７ 千葉 直人中村 政勝氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 ４５８－１０１：５７．８３ ２４７．１�
７９ メジロフランクリン 牡４鹿 ５７

５４ ▲平野 優岩� 伸道氏 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ５１２＋１０１：５８．１１� ３９４．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，６０７，９００円 複勝： ３６，７８４，３００円 枠連： １４，２６５，６００円

馬連： ５６，０８７，７００円 馬単： ３９，５９６，９００円 ワイド： ２２，１８８，２００円

３連複： ６１，６０３，６００円 ３連単： １２１，６４９，５００円 計： ３７４，７８３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５３０円 複 勝 � ３９０円 � １６０円 � １２０円 枠 連（４－７） ４，１５０円

馬 連 �� ４，５４０円 馬 単 �� １４，６４０円

ワ イ ド �� １，２４０円 �� ６５０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ２，１５０円 ３ 連 単 ��� ３７，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２２６０７９ 的中 � ７０６４（６番人気）
複勝票数 計 ３６７８４３ 的中 � １５２９９（６番人気）� ５９０７０（２番人気）� １２４６３３（１番人気）
枠連票数 計 １４２６５６ 的中 （４－７） ２５４０（１３番人気）
馬連票数 計 ５６０８７７ 的中 �� ９１２７（１５番人気）
馬単票数 計 ３９５９６９ 的中 �� １９９７（３７番人気）
ワイド票数 計 ２２１８８２ 的中 �� ３８０６（１６番人気）�� ７７２３（１０番人気）�� ３０７０１（１番人気）
３連複票数 計 ６１６０３６ 的中 ��� ２１１８５（６番人気）
３連単票数 計１２１６４９５ 的中 ��� ２３９５（１１７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．３―１２．９―１３．２―１３．０―１２．３―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３６．５―４９．４―１：０２．６―１：１５．６―１：２７．９―１：４０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３７．８
１
３
１１，６，１０（８，１２）１，２（５，９）３，７－４・（６，１０，４）１１，１２（１，８，５，９）（２，７）３

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

勝馬の
紹 介

ベストオブケン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１０．９．１２ 中山３着

２００８．５．４生 牡３黒鹿 母 トーヨーサンバ 母母 サンダードーム １０戦１勝 賞金 １２，５５０，０００円
［他本会外：１戦１勝］

２７００８ ９月１０日 晴 良 （２３中山４）第１日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

２２ ラークキャロル 牝５鹿 ５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４１２－１０１：５９．７ ４４．５�

１１ ダイワソウル 牡４青鹿５７ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４８０－ ６１：５９．９１ ８．４�
８１４ キトゥンブルー 牝３青鹿５２ 武士沢友治 �社台レースホース斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００＋１６ 〃 アタマ １９．６�
３３ エチゴイチエ 牡３鹿 ５４ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４６６± ０２：００．０� １．５�
６１０ アサクサポイント 牡３青鹿５４ 田辺 裕信田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７６± ０２：００．５３ ９．５�
３４ ナンデヤネン 牡４青 ５７

５４ ▲平野 優杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 B４８２± ０ 〃 クビ １７５．３�
４６ � シャイニングサヤカ 牝４黒鹿５５ 吉田 豊田原 邦男氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 ４７４＋ ２２：００．６	 ３８．３	
６９ 
 サトノサンダー �４鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人里見 治氏 藤沢 和雄 米 Fontaine-
bleau Farm ４３８－ ６ 〃 クビ １０９．２


７１１� ウォッチバレー 牡３鹿 ５４ 江田 照男金井 順一氏 石栗 龍彦 日高 沖田牧場 ４５２－ ４２：００．７	 ２８３．８�
４５ ジョンブルクリス 牡３栗 ５４ 中舘 英二�イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４５２＋ ４２：００．８� ６．７�
７１２ ダイコウヒョウ 牡３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次小田切有一氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 B４６０－ ４ 〃 クビ １６０．０
５７ � コーリンブラッサム 牝４鹿 ５５ 伊藤 工真伊藤 恵子氏 平井 雄二 日高 今井牧場 ４３８－ ７２：０１．０１ ４９２．９�
８１３
 サトノオーランド 牡３鹿 ５４ 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 米 Iadora Farm ５０８－ ４２：０１．６３	 １２．０�
５８ マスイルベッロ 牡３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士上田 忠男氏 畠山 重則 新ひだか 中田 浩美 ４２８± ０２：０２．１３ ５３１．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３１，１４９，２００円 複勝： ６３，７４９，２００円 枠連： ２１，５７６，５００円

馬連： ７３，０４４，１００円 馬単： ５１，１８９，５００円 ワイド： ２８，２５２，１００円

３連複： ８０，００２，７００円 ３連単： １７１，９６５，２００円 計： ５２０，９２８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，４５０円 複 勝 � １，５３０円 � ３１０円 � ７２０円 枠 連（１－２） ６，３３０円

馬 連 �� ７，８２０円 馬 単 �� １９，４９０円

ワ イ ド �� １，８９０円 �� ３，４６０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ２７，１４０円 ３ 連 単 ��� ２６６，６２０円

票 数

単勝票数 計 ３１１４９２ 的中 � ５５２７（８番人気）
複勝票数 計 ６３７４９２ 的中 � ９９５２（８番人気）� ６１７７８（２番人気）� ２２５１２（６番人気）
枠連票数 計 ２１５７６５ 的中 （１－２） ２５１７（１５番人気）
馬連票数 計 ７３０４４１ 的中 �� ６９０２（２０番人気）
馬単票数 計 ５１１８９５ 的中 �� １９３９（４２番人気）
ワイド票数 計 ２８２５２１ 的中 �� ３６８５（１８番人気）�� １９７３（２８番人気）�� ６０１６（１６番人気）
３連複票数 計 ８０００２７ 的中 ��� ２１７６（６０番人気）
３連単票数 計１７１９６５２ 的中 ��� ４７６（４１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．０―２３．１―３５．３―４７．５―１：００．４―１：１２．９―１：２５．０―１：３６．６―１：４８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．７
１
３
９，５，１０－６－（４，７）－１（１１，１４，１２）－２－８，３－１３・（９，５）１０，６（７，３）（４，１２）１（１１，１４）２－８，１３

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

勝馬の
紹 介

ラークキャロル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１１．１６ 東京２着

２００６．３．３生 牝５鹿 母 タバスコキャロル 母母 ペッパーキャロル １５戦３勝 賞金 ２８，０８３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



２７００９ ９月１０日 晴 良 （２３中山４）第１日 第９競走 ��
��２，４００�

ま つ ど

松 戸 特 別
発走１４時３５分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．９．１１以降２３．９．４まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

松戸市長賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

２：２８．８
２：２８．６

重

不良

５５ タ ナ ト ス 牡３黒鹿５４ 横山 典弘榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４４６－１０２：３５．０ ３．４�

４４ コスタパルメーラ 牡３黒鹿５３ 吉田 豊吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４５６－ ８２：３５．２１ ５．６�
１１ レックスパレード 牡３栗 ５３ 松岡 正海 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 追分ファーム ５２２＋ ４２：３５．３� ３．９�
６８ メイショウブンブク 牡５栗 ５７ 田中 勝春松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 酒井 静男 ４７４＋ ４２：３５．８３ ６．５�
８１１ ホワイトショウフク 牡６芦 ５２ 北村 宏司山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４５８＋ ２２：３５．９� １２．７�
８１２ マルタカワンタッチ 牡６黒鹿５１ 江田 照男國立 治氏 清水 美波 新冠 明和牧場 ５０４＋ ６２：３６．４３ １２７．７�
３３ ユニヴァースガイ 牡５栗 ５５ 石橋 脩横瀬 兼二氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５１２＋ ８２：３６．５� １５．３	
７９ ビービーアックス 牡３鹿 ５２ 嶋田 純次�坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 ４６８－ ６２：３６．７１ １８．６

５６ � ミウラリチャード 牡７鹿 ５０ 石神 深一佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５２２＋ ４２：３６．９１ ３０１．５�
２２ マイネルトレース 牡４栗 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新ひだか 澤田 嘉隆 ４８２＋ ２ 〃 クビ ８．５
６７ トウショウクラウン 牡３栗 ５２ 大野 拓弥トウショウ産業� 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 ４８６－ ８２：３７．２１� ３９．９�
７１０ サニーラブカフェ 牝７鹿 ５２ 中舘 英二西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ５１４＋２２２：３８．２６ ３９．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２６，８１４，４００円 複勝： ４１，３０８，０００円 枠連： ２１，６１０，９００円

馬連： ９６，０５４，１００円 馬単： ５３，７１３，２００円 ワイド： ３２，３１６，４００円

３連複： ９９，７７８，７００円 ３連単： １９１，６２８，２００円 計： ５６３，２２３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � １７０円 枠 連（４－５） ７３０円

馬 連 �� ７４０円 馬 単 �� １，３５０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ３３０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，２７０円 ３ 連 単 ��� ４，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２６８１４４ 的中 � ６２９１４（１番人気）
複勝票数 計 ４１３０８０ 的中 � ７７９８５（１番人気）� ５６８２１（４番人気）� ６７１００（２番人気）
枠連票数 計 ２１６１０９ 的中 （４－５） ２１９５４（２番人気）
馬連票数 計 ９６０５４１ 的中 �� ９６１４６（１番人気）
馬単票数 計 ５３７１３２ 的中 �� ２９５０３（１番人気）
ワイド票数 計 ３２３１６４ 的中 �� ２７３１４（１番人気）�� ２５４４１（２番人気）�� １４２４０（４番人気）
３連複票数 計 ９９７７８７ 的中 ��� ５８１９９（１番人気）
３連単票数 計１９１６２８２ 的中 ��� ２８６４４（１番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．９―１２．７―１３．１―１３．６―１４．２―１４．０―１２．４―１２．２―１２．５―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．１―２５．０―３７．７―５０．８―１：０４．４―１：１８．６―１：３２．６―１：４５．０―１：５７．２―２：０９．７―２：２２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５０．０―３F３７．８
１
�
１，４（５，１０）－９（３，８）（７，１２）－（１１，６）－２・（１，４）１０（５，８，９）（３，２）（１１，６）（７，１２）

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

勝馬の
紹 介

タ ナ ト ス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１１．７ 京都１着

２００８．４．１２生 牡３黒鹿 母 ジョウノビクトリア 母母 ミヤビサクラコ １１戦２勝 賞金 ４１，０２９，０００円
［他本会外：１戦１勝］

２７０１０ ９月１０日 晴 良 （２３中山４）第１日 第１０競走 ��
��１，２００�

う ら や す

浦 安 特 別
発走１５時１０分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

１２ � トシキャンディ 牝５鹿 ５５ 木幡 初広上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ５０８＋ ２１：１０．４ ３．５�

４７ ワンモアジョー 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４８６＋２４１：１０．８２� ５．５�
７１３ ウエスタンハピネス 牝３鹿 ５３ 田中 勝春西川 賢氏 西園 正都 新ひだか 北西牧場 ４８４± ０１：１１．２２� ８．４�
３５ ケイアイマーズ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 静内 大滝 康晴 ４６４－ ６１：１１．３� ７２．６�
８１６ リ ュ シ オ ル 牝５鹿 ５５ 安藤 勝己吉田 勝己氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４６２± ０１：１１．６１	 ３．８�
１１ ミッキーフォルテ 牡６鹿 ５７ 吉田 豊三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 B５３８± ０１：１１．７クビ １４．５�
２３ コ コ カ ラ 牡４栗 ５７ 北村 宏司ディアレスト 高橋 裕 浦河 桑田フアーム ５００－ ２１：１１．８� ２０．０	
７１４ イチエイクリッパー 牡４鹿 ５７ 石橋 脩築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ４９８－１４ 〃 アタマ ９．３

６１２ ラヴリードリーム 牝５青鹿５５ 小林 淳一鈴木 芳夫氏 中島 敏文 静内 松田 三千雄 ４８２＋ ４１：１１．９	 ４１．８�
３６ マジックモーメント 牡６黒鹿５７ 大庭 和弥藤井 謙氏 的場 均 浦河 日東牧場 ４５０－１４１：１２．０� ２４０．５�
４８ コスモケンジ 牡３栗 ５５ 大野 拓弥 ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 ４８４－ ２ 〃 ハナ １６．６�
５１０ スピーディセイコー 牡６鹿 ５７ 伊藤 工真竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４７８－１６ 〃 ハナ ７２．４�
５９ マイネルエルドラド 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 ５００± ０１：１２．２１
 ４２．２�
６１１� エビスオール 牝６青鹿５５ 中舘 英二加藤友三郎氏 加藤 征弘 米 Bourbon

Oaks Farm ４９２± ０１：１２．４１
 ３６．９�
２４ カツノセカンド 牡４鹿 ５７ 的場 勇人勝野 �治氏 伊藤 伸一 日高 下河辺牧場 ４６６－１０１：１２．９３ ９６．６�
８１５ トーセンディケム 牡５鹿 ５７ 江田 照男島川 �哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４８２＋ ４１：１３．２１	 ２０８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，０３７，８００円 複勝： ５０，６９３，０００円 枠連： ３７，２４０，９００円

馬連： １２５，８３１，９００円 馬単： ６８，７４２，７００円 ワイド： ４２，３３０，８００円

３連複： １４５，３９８，１００円 ３連単： ２６５，５３８，５００円 計： ７６６，８１３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � ２８０円 枠 連（１－４） ６４０円

馬 連 �� １，１００円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ６３０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ３，５５０円 ３ 連 単 ��� １３，７１０円

票 数

単勝票数 計 ３１０３７８ 的中 � ７０６１６（１番人気）
複勝票数 計 ５０６９３０ 的中 � １１２１０４（１番人気）� ６１０６２（３番人気）� ３９４７３（５番人気）
枠連票数 計 ３７２４０９ 的中 （１－４） ４３３１８（２番人気）
馬連票数 計１２５８３１９ 的中 �� ８５１７１（２番人気）
馬単票数 計 ６８７４２７ 的中 �� ２５０７３（３番人気）
ワイド票数 計 ４２３３０８ 的中 �� ２０９６４（２番人気）�� １６７４１（４番人気）�� ７５２８（１６番人気）
３連複票数 計１４５３９８１ 的中 ��� ３０２７５（６番人気）
３連単票数 計２６５５３８５ 的中 ��� １４２９７（１７番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．４―１２．０―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．７―３４．１―４６．１―５７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．３
３ ・（２，１３）（１，４，１１）（７，１０，１２）（８，１６）１５（５，９）１４（３，６） ４ ２，１３（１，１１）４（７，１２）１０，１６（５，８）９（３，６）（１５，１４）

勝馬の
紹 介

�トシキャンディ �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Machiavellian

２００６．４．１７生 牝５鹿 母 コ ル チ カ 母母 Ivrea １５戦３勝 賞金 ４６，７７０，０００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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ライコウテンユウ号



２７０１１ ９月１０日 晴 良 （２３中山４）第１日 第１１競走 ��
��２，０００�

し お ん

紫苑ステークス
発走１５時４５分 （秋華賞トライアル） （芝・右）

牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

４６ カ ル マ ー ト 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６－ ４１：５８．２レコード ７．６�

５９ デルマドゥルガー 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４９０＋ ８ 〃 ハナ １０．６�
６１０ コスモバタフライ 牝３黒鹿５４ 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 ４６０± ０１：５８．５２ ５８．０�
３４ � メ ー ヴ ェ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 D. D. and Mrs

Jean P. Clee ４５４＋ ４１：５８．６� ３８．０�
１１ マイネソルシエール 牝３栗 ５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋１２１：５８．８１� ８５．０�
８１５ ア カ ン サ ス 牝３青 ５４ 横山 典弘魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４３４＋ ８１：５９．０１� ６．２	
２２ リトルダーリン 牝３黒鹿５４ 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント ４２２＋ ８１：５９．１� ４８．４

５８ マ ヒ ナ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ２１：５９．２クビ ２５．１�
７１２ フレンチボウ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４６６－ ２ 〃 ハナ ３２．４�
２３ ア ソ ル ー タ 牝３栗 ５４ 中舘 英二 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４４６＋１２１：５９．３� ６３．８
７１３ ダイヤモンドアスク 牝３黒鹿５４ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４３８－ ２ 〃 クビ ７．８�
３５ ピュアブリーゼ 牝３栗 ５４ 石橋 脩 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ２１：５９．４� ２．９�
４７ スピードリッパー 牝３栗 ５４ 北村 宏司吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ８１：５９．７２ ５．２�
６１１ メジロミドウ 牝３黒鹿５４ 江田 照男岩� 伸道氏 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 ４３６＋１０２：００．７６ １１８．０�
８１４ ピュアオパール 牝３青鹿５４ 吉田 豊 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４０８± ０２：０２．１９ ２７．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６３，４３４，５００円 複勝： ９９，３９５，４００円 枠連： ６３，５８６，５００円

馬連： ２９５，５０８，１００円 馬単： １５０，０１８，８００円 ワイド： ８６，８８０，８００円

３連複： ３４３，４９２，６００円 ３連単： ６６５，８２５，３００円 計： １，７６８，１４２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２７０円 � ３６０円 � １，３８０円 枠 連（４－５） １，３８０円

馬 連 �� ４，３８０円 馬 単 �� ８，４９０円

ワ イ ド �� １，２３０円 �� ５，６８０円 �� ６，８８０円

３ 連 複 ��� ８３，３１０円 ３ 連 単 ��� ４３１，０４０円

票 数

単勝票数 計 ６３４３４５ 的中 � ６６６３４（４番人気）
複勝票数 計 ９９３９５４ 的中 � １０９１２３（４番人気）� ７５６５４（６番人気）� １６２３２（１３番人気）
枠連票数 計 ６３５８６５ 的中 （４－５） ３４１７４（７番人気）
馬連票数 計２９５５０８１ 的中 �� ４９８６５（１６番人気）
馬単票数 計１５００１８８ 的中 �� １３０４８（３４番人気）
ワイド票数 計 ８６８８０８ 的中 �� １８００５（１３番人気）�� ３７０４（５８番人気）�� ３０５３（６２番人気）
３連複票数 計３４３４９２６ 的中 ��� ３０４３（１７６番人気）
３連単票数 計６６５８２５３ 的中 ��� １１４０（８８３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．６―１２．３―１２．２―１１．９―１２．０―１１．８―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．０―３４．６―４６．９―５９．１―１：１１．０―１：２３．０―１：３４．８―１：４６．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ル マ ー ト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 エアジハード デビュー ２０１０．９．１８ 札幌５着

２００８．３．６生 牝３黒鹿 母 キープクワイエット 母母 ビーサイレント １２戦３勝 賞金 ３９，６７９，０００円
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりカルマート号・デルマドゥルガー号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

２７０１２ ９月１０日 晴 良 （２３中山４）第１日 第１２競走 ��１，８００�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５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１０ ブレイクチャンス 牡４鹿 ５７ 田中 勝春齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ５０４＋ ２１：５３．９ １．５�

６８ コスモイーチタイム 牡３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４３２－１２１：５４．０� １６．９�
４５ ゴールドロジャー 牡３黒鹿５４ 的場 勇人�ターフ・スポート高木 登 新冠 村田牧場 ４８４－ ６１：５４．１� ８５．８�
８１３ アリゾナアベニュー 牡６青鹿５７ 石橋 脩諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 浦河 酒井牧場 ５０２－ ６１：５４．２� ８１．１�
２２ シルクパルサー 牡４鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８０－ ６１：５４．３� ８．８�
１１ リキアイクロフネ 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 B４６２－ ６ 〃 クビ ４０．８�
４４ アイアムイチバン 牡４芦 ５７ 大庭 和弥堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B４８２－１２１：５４．９３� ５．１	
７１１ ティアップブレイズ 牡３鹿 ５４ 江田 照男田中 昇氏 高木 登 新ひだか 三木田 頼嗣 ５２０＋ ６１：５５．１１� ２９．４

３３ トップストライド 牡３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 ４９２± ０ 〃 ハナ ５０．３�
８１２ モ ン ク 牡３鹿 ５４ 田辺 裕信田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 B４９０－ ６１：５５．７３� １２．５�
５７ メイショウデジレ 牡５鹿 ５７ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ５２６－ ６１：５５．８� １３３．７
５６ ビッグアスリート 牡３鹿 ５４ 石神 深一横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 様似 中村 勝則 ４７４＋ ４１：５６．５４ ２７７．７�
６９ � トップランナー 牡５鹿 ５７

５４ ▲平野 優水上ふじ子氏 鈴木 伸尋 浦河 笠松牧場 B５１２－ ８１：５６．７１� ２５５．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３６，４３５，０００円 複勝： １００，１７３，５００円 枠連： ２７，８５５，５００円

馬連： １０３，９６５，１００円 馬単： ７８，７３４，４００円 ワイド： ３９，５９４，４００円

３連複： １２０，５５８，２００円 ３連単： ３１５，５３２，６００円 計： ８２２，８４８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ３００円 � ９１０円 枠 連（６－７） ７９０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� １，１６０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� １，２７０円 �� ６，３５０円

３ 連 複 ��� １１，１３０円 ３ 連 単 ��� ２６，８４０円

票 数

単勝票数 計 ３６４３５０ 的中 � ２００４２４（１番人気）
複勝票数 計１００１７３５ 的中 � ６９６６６２（１番人気）� ３６８３３（５番人気）� ９６２１（９番人気）
枠連票数 計 ２７８５５５ 的中 （６－７） ２６２３６（４番人気）
馬連票数 計１０３９６５１ 的中 �� ８７６８４（４番人気）
馬単票数 計 ７８７３４４ 的中 �� ５０４２２（５番人気）
ワイド票数 計 ３９５９４４ 的中 �� ２６６９５（４番人気）�� ７４４８（１３番人気）�� １４１３（４３番人気）
３連複票数 計１２０５５８２ 的中 ��� ７９９８（３１番人気）
３連単票数 計３１５５３２６ 的中 ��� ８６７７（７６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．０―１３．１―１３．１―１３．０―１２．８―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３６．２―４９．３―１：０２．４―１：１５．４―１：２８．２―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ブレイクチャンス �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Smart Strike デビュー ２００９．７．１８ 新潟３着

２００７．５．１３生 牡４鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar ２３戦３勝 賞金 ４５，６１４，０００円



（２３中山４）第１日 ９月１０日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６７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

１９７，９５０，０００円
３，２２０，０００円
１５，１８０，０００円
１，３６０，０００円
１８，４５０，０００円
５２，６９９，５００円
４，７７５，８００円
１，６５３，３００円

勝馬投票券売得金
３１５，３６５，８００円
５９４，２２５，０００円
２６６，３６２，２００円
１，００３，５１１，０００円
６３２，４５７，４００円
３６１，６２８，８００円
１，１７０，９９０，３００円
２，３２１，６１９，９００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ６，６６６，１６０，４００円

総入場人員 ２０，７１６名 （有料入場人員 １７，１４５名）


