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２７０３７ ９月１８日 晴 良 （２３中山４）第４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 ケイアイエレガント 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 ４９４＋ ４１：５７．１ １．７�

１１ デルマエビス 牡２鹿 ５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４４６＋ ４１：５７．３１� ２２．６�
２４ テイエムデジタル 牡２鹿 ５４ 小林 淳一竹園 正繼氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 ４６４－ ２１：５７．５１ １６．４�
１２ フレンドワン 牡２黒鹿５４ 村田 一誠戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ １４６．７�
２３ カリスマアキラ 牡２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム B４５６± ０１：５７．６� １５．７�
３６ シーズザデイ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４５２＋ ６１：５７．８１� ３１．７�
８１５ スプレッドイーグル 牡２鹿 ５４ 北村 宏司石橋 松蔵氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 B４９０－ ６１：５８．８６ ４．８	
６１２ コスモフェリシタル 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 谷山 光雄 ４６２－ ２１：５９．２２� ６６．３�
７１４ コズミックガール 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 長浜 秀昭 ４３０± ０１：５９．８３� ２９０．６�
５１０ マイアイスパーク 牡２鹿 ５４

５１ ▲水口 優也MYI馬主組合 小野 次郎 日高 横井 忠幸 ４５４－ ８ 〃 アタマ １５６．２
７１３ トーアアルマダ 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥高山ランド� 武藤 善則 豊浦トーア牧場 ４６６－ ２２：０２．２大差 ４７．１�
６１１ テ ヌ ー ト 牡２鹿 ５４ 伊藤 工真重松 國建氏 大江原 哲 日高 坂東ファーム B４７２＋ ４２：０２．３� ９０．４�
４８ ダイメイホワイト 牝２芦 ５４

５１ ▲杉原 誠人宮本 孝一氏 高橋 義博 新冠 大栄牧場 ４１８＋ ４２：０２．７２� ３６８．６�
３５ カシマセイセン 牝２鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４１０＋ ４２：０３．９７ ４６５．０�
４７ アポログランツ 牡２栗 ５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 青森 今川 満良 ４６０－ ６２：０４．５３� １４．２�
５９ デジタルサウンド 牡２栗 ５４ 石橋 脩増田 雄一氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 ５０６ ―２：０６．９大差 ９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，２８９，５００円 複勝： ２８，５６７，７００円 枠連： １７，９１５，７００円

馬連： ４７，５０６，５００円 馬単： ３９，５３１，９００円 ワイド： ２２，３９６，４００円

３連複： ６５，９２８，９００円 ３連単： １１３，７０３，９００円 計： ３５３，８４０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ３８０円 � ３３０円 枠 連（１－８） ９３０円

馬 連 �� １，３８０円 馬 単 �� １，９９０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� ４６０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ３，３４０円 ３ 連 単 ��� １１，８３０円

票 数

単勝票数 計 １８２８９５ 的中 � ８７８１２（１番人気）
複勝票数 計 ２８５６７７ 的中 � １１２１２２（１番人気）� １３１８１（７番人気）� １６００３（５番人気）
枠連票数 計 １７９１５７ 的中 （１－８） １４３３７（５番人気）
馬連票数 計 ４７５０６５ 的中 �� ２５５３２（５番人気）
馬単票数 計 ３９５３１９ 的中 �� １４７３０（６番人気）
ワイド票数 計 ２２３９６４ 的中 �� ８８７１（６番人気）�� １２９１３（３番人気）�� ３９０８（１６番人気）
３連複票数 計 ６５９２８９ 的中 ��� １４５７６（９番人気）
３連単票数 計１１３７０３９ 的中 ��� ７０９５（３３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１２．８―１３．６―１３．４―１３．７―１３．７―１２．９―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．５―３６．３―４９．９―１：０３．３―１：１７．０―１：３０．７―１：４３．６

コーナー
通過順位

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

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

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２黒鹿 母 ポストパレード 母母 Spanish Parade ４戦１勝 賞金 ７，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーアアルマダ号・テヌート号・ダイメイホワイト号・カシマセイセン号・アポログランツ号・

デジタルサウンド号は，平成２３年１０月１８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） １頭 コスモエアー号
（非抽選馬） １頭 ダブルピース号

２７０３８ ９月１８日 晴 良 （２３中山４）第４日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時４５分 （芝・右・外）

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

３６ フォゲラバーディ 牝２青鹿５４ 丸山 元気平田 修氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２２－ ４１：３５．８ １５．３�

４７ ダノンエレガント 牝２鹿 ５４ 北村 宏司�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４５０－１２ 〃 クビ ３．３�
４８ マイネルアトラクト 牡２鹿 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム ５０６± ０ 〃 ハナ ８．３�
２３ タケデンザビエル 牝２栗 ５４ 田中 勝春武市 進吾氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 ４５２± ０１：３６．２２� ５．０�
３５ ブラックモア 牡２黒鹿５４ 武士沢友治宮崎 金造氏 石栗 龍彦 新冠 競優牧場 ４２２－ ４１：３６．３� ４３．８�
５１０ ドリームリーグ 牡２栗 ５４ 田辺 裕信セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 ４９２＋ ４ 〃 ハナ １０．２�
２４ アストロフォンテン 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠吉橋 計氏 戸田 博文 日高 増尾牧場 ４６０＋ ２１：３６．４クビ １６．４	
６１１ ショウナンカプリス 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優
湘南 伊藤 大士 新冠 ムラカミファーム ４２６＋ ４ 〃 アタマ ２７１．７�
１１ コスモサリュビア 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥 
ビッグレッドファーム 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム ４２６± ０ 〃 ハナ ６５．９�
８１６ コ ス モ ネ ロ 牡２栗 ５４ 柴田 大知 
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 ４２４＋ ４１：３６．６１� ４９．４
５９ ジュエリスト 牝２鹿 ５４ 石橋 脩杉山 忠国氏 萩原 清 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－ ２１：３６．７� ３．２�
６１２ ダイキチパワー 牡２栗 ５４ 丸田 恭介西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 ４５６＋ ６１：３６．８� ２９３．８�
７１３ フクノサンデー 牡２黒鹿５４ 横山 義行小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 ４４６－ ４１：３７．４３� ６５５．２�
７１４ 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± ０１：３７．７１� ９８．９�
１２ ネコヤッタネ 牡２栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 ４４６－ ６１：３７．９１� ９９．７�
８１５ ヤマノパレード 牡２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 ４７４－ ６１：３８．５３� １９７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７８９，３００円 複勝： ３３，５６０，９００円 枠連： １８，２８６，３００円

馬連： ５８，０１６，４００円 馬単： ４０，８６１，６００円 ワイド： ２４，５８６，３００円

３連複： ７２，４４７，８００円 ３連単： １２１，５１２，１００円 計： ３８８，０６０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５３０円 複 勝 � ３５０円 � １５０円 � ２７０円 枠 連（３－４） １，３３０円

馬 連 �� ２，７２０円 馬 単 �� ７，２７０円

ワ イ ド �� １，０１０円 �� ２，１６０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ８，１３０円 ３ 連 単 ��� ５９，５５０円

票 数

単勝票数 計 １８７８９３ 的中 � ９６８９（６番人気）
複勝票数 計 ３３５６０９ 的中 � ２０９３１（７番人気）� ８０４６９（１番人気）� ２８８０５（４番人気）
枠連票数 計 １８２８６３ 的中 （３－４） １０１７９（５番人気）
馬連票数 計 ５８０１６４ 的中 �� １５７８１（１３番人気）
馬単票数 計 ４０８６１６ 的中 �� ４１４９（２８番人気）
ワイド票数 計 ２４５８６３ 的中 �� ６０５９（１３番人気）�� ２７２１（２７番人気）�� ７３２４（１０番人気）
３連複票数 計 ７２４４７８ 的中 ��� ６５７８（３１番人気）
３連単票数 計１２１５１２１ 的中 ��� １５０６（１７４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１１．９―１２．４―１２．１―１１．７―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．９―３５．８―４８．２―１：００．３―１：１２．０―１：２３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．５

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

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

勝馬の
紹 介

フォゲラバーディ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１１．８．２８ 新潟６着

２００９．３．８生 牝２青鹿 母 バブルファンタジー 母母 バブルプロスペクター ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円

第４回　中山競馬　第４日



２７０３９ ９月１８日 晴 良 （２３中山４）第４日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時１５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，５００，０００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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４８ バンダムミラージュ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲杉原 誠人山科 統氏 国枝 栄 浦河 バンダム牧場 B４８０＋ ２１：５５．７ ２５．４�

５１０ アイティゴールド 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４６２＋ ２１：５６．１２� １．８�
４７ � カラヴィンカ 牝３芦 ５４ 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 米 Nesco II ４２４－ ６１：５６．６３ １２．５�
７１４ クロスザレイチェル 牝３栗 ５４ 田中 勝春窪田 康志氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４５４± ０１：５７．３４ ６５．５�
２４ トーホウビューティ 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社

吉田ファーム ４６０＋ ４１：５７．５１ １１．９�
６１２ シルクアリオン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 飛渡牧場 ４６６± ０１：５７．６� ５８．７�
５９ コスモレッドアイ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 田中 剛 登別 登別上水牧場 ４７４＋１２１：５７．７クビ ４．０

７１３ フジゴンファノン 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣荒木 誠氏 伊藤 伸一 浦河 高岸 順一 ４５４＋ ２１：５７．８� ３３．３�
１１ モナムールフィーユ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 	サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ８１：５８．５４ ８８．１�
６１１ ミラクルクロス 牝３鹿 ５４ 黛 弘人山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ４９４－ ３１：５８．８２ ２９５．４
３５ レオマジェスティ 牡３青鹿５６ 北村 宏司田中 博之氏 古賀 慎明 平取 びらとり牧場 B４６２＋ ６ 〃 ハナ ９．３�
３６ ロードクリスタル 牡３栗 ５６ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 牧 光二 浦河 浦河小林牧場 B４６６＋ ６ 〃 クビ ２８．０�
２３ クリールダイナー 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優横山 修二氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４０８－ ２１：５９．１１� ３４８．９�
８１５ シルクプレイヤー 牡３栗 ５６ 西田雄一郎有限会社シルク星野 忍 安平 追分ファーム ４９８ ―２：００．０５ ２２３．５�
１２ ピュアプレジャー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 新ひだか 岡田スタツド B４６２－ ４２：００．５３ ４２．１�
８１６ ビューティタキオン 牝３栗 ５４ 丸田 恭介伊東 純一氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４２６＋１０２：０３．０大差 １６８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，７１３，５００円 複勝： ４１，１５９，７００円 枠連： ２０，８４２，９００円

馬連： ５６，７１０，３００円 馬単： ４４，８６２，７００円 ワイド： ２５，８２５，１００円

３連複： ７３，９５１，８００円 ３連単： １３６，７２０，２００円 計： ４２２，７８６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５４０円 複 勝 � ３８０円 � １１０円 � ３４０円 枠 連（４－５） ５２０円

馬 連 �� １，３５０円 馬 単 �� ４，５６０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ２，０００円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ３，８６０円 ３ 連 単 ��� ３７，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２２７１３５ 的中 � ７０６６（６番人気）
複勝票数 計 ４１１５９７ 的中 � １７５８２（６番人気）� １８４０１２（１番人気）� ２０４９２（５番人気）
枠連票数 計 ２０８４２９ 的中 （４－５） ２９７０７（３番人気）
馬連票数 計 ５６７１０３ 的中 �� ３１１１３（５番人気）
馬単票数 計 ４４８６２７ 的中 �� ７２６５（１５番人気）
ワイド票数 計 ２５８２５１ 的中 �� １２６５３（３番人気）�� ２９４９（２２番人気）�� １２４４７（５番人気）
３連複票数 計 ７３９５１８ 的中 ��� １４１５９（１１番人気）
３連単票数 計１３６７２０２ 的中 ��� ２７０５（１００番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３５．７―４９．４―１：０２．９―１：１５．９―１：２９．５―１：４３．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バンダムミラージュ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１１．５．８ 東京１１着

２００８．４．１５生 牡３黒鹿 母 ステージバンダム 母母 ユーワキャンディー ６戦１勝 賞金 ５，９４０，０００円
〔制裁〕 バンダムミラージュ号の騎手杉原誠人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１４番・１２番

への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルクプレイヤー号・ピュアプレジャー号・ビューティタキオン号は，平成２３年１０月１８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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アマレット号・イッツリトゥン号・オレンジシューズ号・マイヨオロ号
（非抽選馬） １頭 ウインストラテジー号

２７０４０ ９月１８日 晴 良 （２３中山４）第４日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時４５分 （芝・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

１：５８．２
１：５６．４

良

良

７１３ テーオーゼウス 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 ４８０± ０２：００．８ ４．０�

８１６ エイダイポイント 牡３芦 ５６ 武士沢友治�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 ４３８＋ ４ 〃 クビ １１．５�
３５ ピ カ ソ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４９８－ ８２：００．９クビ ４．２�
２４ サンレイデューク 牡３鹿 ５６ 丸山 元気永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４５６－ ２２：０１．１１� ２０．９�
１２ オーガストウェイ 牝３黒鹿５４ 横山 典弘吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３８± ０ 〃 クビ ３．４�
３６ クレバーホーク 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥田� 正明氏 石毛 善彦 浦河 中島 俊明 ４５０± ０２：０１．２� ８．４	
２３ ローザアルラヴィス 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４３２－ ４２：０１．３クビ ２２．８

７１５ ミラクルカクテル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４２０－ ２２：０１．４� ２６９．４�
６１１	 チェンジユアセルフ 牝３青鹿５４ 柴田 善臣平田 修氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-

take Iida ４４０＋１０ 〃 ハナ ３２０．０�
６１２ コスモウィッシュ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 駿河牧場 ４２０－ ４ 〃 クビ １９．１
１１ ミケランジェロ 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗栗嶋 豊明氏 境 征勝 浦河 大道 秀男 ４５６＋１０２：０１．５� ６０．４�
８１７ ポタージュクレール 牝３鹿 ５４ 木幡 初広吉田 照哉氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４４２－ ４２：０１．７１� ３９．３�
５１０ コパノハリケーン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 乾 皆雄 ４７８－ ４２：０１．９１� ３３．２�
４７ ユニバーサルアゲン 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４３６－ ８２：０２．０クビ １２６．８�
８１８ ミサノグリーン 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次斎藤 光政氏 相沢 郁 浦河 向別牧場 ４３０＋ ４２：０２．４２� ３７．４�
７１４ オ セ ロ 牝３芦 ５４ 丸田 恭介飯田 正剛氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４３０± ０２：０３．１４ ３４８．５�
４８ シルクハイボール 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成有限会社シルク粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４７２± ０２：０３．６３ ２０３．２�
５９ グッドシーユー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春三谷 章氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４８２－２０２：０７．５大差 ３３４．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，７９３，３００円 複勝： ４３，７８０，５００円 枠連： ２２，３２６，６００円

馬連： ６３，６４５，１００円 馬単： ４１，７４１，５００円 ワイド： ２８，４３６，８００円

３連複： ８４，８４６，７００円 ３連単： １３６，７３３，７００円 計： ４４５，３０４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １４０円 � ２７０円 � １６０円 枠 連（７－８） １，１９０円

馬 連 �� ２，０５０円 馬 単 �� ３，５７０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ３６０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ３，０６０円 ３ 連 単 ��� １８，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２３７９３３ 的中 � ４７９５３（２番人気）
複勝票数 計 ４３７８０５ 的中 � １０１６５５（１番人気）� ３３５２５（５番人気）� ７５１６７（３番人気）
枠連票数 計 ２２３２６６ 的中 （７－８） １３９３３（５番人気）
馬連票数 計 ６３６４５１ 的中 �� ２２９７６（７番人気）
馬単票数 計 ４１７４１５ 的中 �� ８６３２（１２番人気）
ワイド票数 計 ２８４３６８ 的中 �� ９５２４（７番人気）�� ２１５９８（２番人気）�� ８００５（８番人気）
３連複票数 計 ８４８４６７ 的中 ��� ２０４８２（６番人気）
３連単票数 計１３６７３３７ 的中 ��� ５３７１（３８番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１１．９―１１．９―１２．７―１２．７―１２．５―１２．１―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．２―３５．１―４７．０―５９．７―１：１２．４―１：２４．９―１：３７．０―１：４８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．９
１
３

１８－１３，６－１５（５，１２）（１０，１７）（３，１１）（９，１６）－４，８，１，２－７，１４
１８，１３，６，１５（５，１２，８）（１０，１７）（３，１１）１６－（４，２）９（１，７）＝１４

２
４

１８＝１３，６－１５－（５，１２）１７（３，１０）１１－（９，１６）－（４，８）－１－２，７，１４・（１８，１３）６，１５（１２，８，１１）５（１０，１７，１６）（３，２，７）（１，４）＝１４－９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テーオーゼウス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．８．１ 函館９着

２００８．３．１０生 牡３黒鹿 母 シ ー セ モ ア 母母 カイウンテンシ １１戦１勝 賞金 １４，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グッドシーユー号は，平成２３年１０月１８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 ウインベルフラワー号
（非抽選馬） ３頭 スペシャルダンス号・ダイワリューリン号・ヒノコ号



２７０４１ ９月１８日 晴 良 （２３中山４）第４日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時３５分 （芝・右）

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

中央レコード

１：４８．２
１：４６．６

良

良

６７ クラウドチェンバー 牡２鹿 ５４ 横山 典弘 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４６４ ―１：５４．２ ２．９�

７９ フレージャパン 牡２栗 ５４ 柴田 善臣難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４４８ ―１：５４．４１� ８．９�
６６ ビップシャイン 牝２黒鹿５４ 吉田 豊鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 ４４８ ―１：５４．５クビ ３．９�
８１１ ミヤコデラックス 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 ４５０ ―１：５４．８１� ５６．１�
５５ サウスパシフィック 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ４９８ ―１：５４．９� ３．５�
２２ リンガスキッド 牡２栗 ５４ 三浦 皇成伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４６６ ―１：５５．１１ １１．５�
８１０ サイレントキラー 牡２青鹿５４ 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 酒井 秀紀 ４１８ ―１：５５．５２� ２７．２	
１１ ユウキアンサー 牝２黒鹿５４ 青木 芳之雪本 秀樹氏 菊沢 隆徳 新ひだか 今 牧場 B４７６ ―１：５５．７１� ６２．２

３３ エンジョーイアゲン 牡２栗 ５４ 吉田 隼人浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 荒谷 英俊 ４４６ ―１：５５．８クビ １７．３�
７８ ロングストライド 牡２鹿 ５４ 北村 宏司桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 萩澤 俊雄 ５１８ ―１：５６．４３� ３１．５�
４４ ニシノフノス 牝２黒鹿５４ 田中 勝春西山 茂行氏 牧 光二 新ひだか 本桐牧場 ４６４ ―１：５６．５� １０４．７

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２１，６６４，３００円 複勝： ２８，６０５，２００円 枠連： １５，８８３，８００円

馬連： ５０，７４４，８００円 馬単： ３６，８０８，３００円 ワイド： １８，９９２，１００円

３連複： ５７，７４６，９００円 ３連単： １１３，４８６，８００円 計： ３４３，９３２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（６－７） ４９０円

馬 連 �� １，２５０円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ２７０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 ��� ７，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２１６６４３ 的中 � ５８８８８（１番人気）
複勝票数 計 ２８６０５２ 的中 � ６０６６４（２番人気）� ３３３２６（４番人気）� ６５４４４（１番人気）
枠連票数 計 １５８８３８ 的中 （６－７） ２３９５７（２番人気）
馬連票数 計 ５０７４４８ 的中 �� ３００５２（４番人気）
馬単票数 計 ３６８０８３ 的中 �� １５５９１（７番人気）
ワイド票数 計 １８９９２１ 的中 �� １０４１２（４番人気）�� １９８２７（２番人気）�� ８８８８（５番人気）
３連複票数 計 ５７７４６９ 的中 ��� ３２１２０（３番人気）
３連単票数 計１１３４８６８ 的中 ��� １１７８２（１５番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．７―１３．３―１３．８―１３．１―１３．３―１２．５―１１．５―１１．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．６―３８．９―５２．７―１：０５．８―１：１９．１―１：３１．６―１：４３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．１
１
３

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

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

クラウドチェンバー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Distant Relative 初出走

２００９．４．２８生 牡２鹿 母 ミスティーミス 母母 Baino Clinic １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※ニシノフノス号・ビップシャイン号・ユウキアンサー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２７０４２ ９月１８日 晴 良 （２３中山４）第４日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１３時０５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

６１１ カフェシュプリーム 牡２鹿 ５４ 横山 義行西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５０４ ―１：１２．９ １２．０�

３６ ドリームコメット 牡２栗 ５４ 中舘 英二セゾンレースホース� 尾関 知人 新冠 パカパカ
ファーム ４６８ ―１：１３．２１� ２．１�

８１５ ワールドエンド 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信ディアレスト 斎藤 誠 新冠 新冠伊藤牧場 ４９０ ― 〃 クビ ３．７�
６１２ ロードナイト 牝２鹿 ５４ 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４６４ ―１：１４．３７ １０．９�
１２ オンワードインディ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥�オンワード牧場 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 ４７８ ―１：１４．４� ２０．９�
５１０ クリノショータイム 牡２栗 ５４ 勝浦 正樹栗本 博晴氏 本間 忍 日高 川島 良一 ４６２ ― 〃 ハナ １１７．９�

（ハマノクリチャン）

１１ キングビート 牡２黒鹿５４ 北村 宏司	桜井牧場 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４６２ ―１：１４．９３ ８．０

７１４ ブエノディオス 牡２鹿 ５４ 的場 勇人吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ４６８ ―１：１５．４３ ５４．３�
５９ エスペラール 牡２芦 ５４ 三浦 皇成古賀 和夫氏 和田正一郎 浦河 大柳ファーム ４５０ ―１：１５．５クビ ５８．５�
７１３ シルクセラフィム 牡２鹿 ５４ 丸山 元気有限会社シルク武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 ４４６ ―１：１５．６� ２３．７
２４ ムッシュホワイティ 牡２芦 ５４

５１ ▲小野寺祐太北駿競走馬組合 水野 貴広 新ひだか 上村 清志 ４６８ ―１：１６．２３� １４８．６�
８１６ グ レ ン 牡２黒鹿５４ 吉田 隼人西森 鶴氏 中川 公成 日高 宝寄山 忠則 ４７２ ―１：１６．３� １５４．４�
４７ コスモダイヤモンド 牡２鹿 ５４ 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 嶋田 潤 新ひだか 中田 浩美 ４３６ ―１：１６．４クビ １６０．３�
３５ カバリノランパンテ 牡２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 ４５２ ―１：１６．５� ２２．２�

４８ サウンズファン 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太	ミルファーム 畠山 重則 日高 三輪牧場 ４６２ ―１：１６．６� ３４２．４�
２３ コスモクーニャン 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４２２ ―１：１６．８１� １５３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，８９６，２００円 複勝： ３３，９２３，７００円 枠連： ２１，２０６，５００円

馬連： ５９，５８５，７００円 馬単： ４３，７３０，１００円 ワイド： ２４，７６７，９００円

３連複： ７１，１７４，９００円 ３連単： １２５，０１２，８００円 計： ４０４，２９７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（３－６） ４９０円

馬 連 �� １，０９０円 馬 単 �� ３，５３０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ５６０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� １，２９０円 ３ 連 単 ��� １２，１００円

票 数

単勝票数 計 ２４８９６２ 的中 � １６４２５（５番人気）
複勝票数 計 ３３９２３７ 的中 � ２８６５１（４番人気）� １１３９０８（１番人気）� ６３８８３（２番人気）
枠連票数 計 ２１２０６５ 的中 （３－６） ３２５９９（２番人気）
馬連票数 計 ５９５８５７ 的中 �� ４０６０３（３番人気）
馬単票数 計 ４３７３０１ 的中 �� ９１４７（１４番人気）
ワイド票数 計 ２４７６７９ 的中 �� １３３１３（４番人気）�� ９４８６（６番人気）�� ３７８８５（１番人気）
３連複票数 計 ７１１７４９ 的中 ��� ４０７５２（２番人気）
３連単票数 計１２５０１２８ 的中 ��� ７６３１（２９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．６―１２．３―１２．３―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．４―４６．７―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフェシュプリーム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Stravinsky 初出走

２００９．３．３生 牡２鹿 母 カフェララルー 母母 Careless Kitten １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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 フラワーリング号



２７０４３ ９月１８日 晴 良 （２３中山４）第４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）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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

６９ クリアザウェイ 牝３黒鹿５２ 柴田 善臣 �社台レースホース栗田 博憲 安平 追分ファーム ４８４＋ ４１：５４．８ １７．４�

６１０ ヤマニンパソドブル 牝４青鹿５５ 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ １１．４�
５７ � ライラックパンチ 牝４栗 ５５ 横山 典弘吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４６６＋ ４１：５５．０１� ３．３�
４６ トウカイライフ 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４３４＋ ６ 〃 ハナ ７．７�
８１３ ケイジーシオン 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲小野寺祐太鹿倉 勝�氏 宗像 義忠 浦河 梅田牧場 ４７２－ ８１：５５．５３ ３３．２�
３４ クラリスピンク 牝３青 ５２ 吉田 豊吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２ 〃 ハナ ５．６�
５８ ショウナンガーデン 牝３鹿 ５２

４９ ▲平野 優国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４２６－ ６１：５５．７１� １６．６	
７１１ オメガローズマリー 牝３栗 ５２

４９ ▲嶋田 純次原 	子氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４７０＋ ８１：５６．０１
 １４．６

３３ � シ テ ィ オ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 田中 剛 日高 サンシャイン

牧場 ４３８＋ ６１：５６．１クビ ２６８．２�
２２ カシノスターライト 牝４鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 ４９６－１６１：５６．４１
 ２１０．４�
８１４ マイネロードナイト 牝３鹿 ５２ 中谷 雄太 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 コスモヴューファーム B４７４＋１２１：５８．１大差 １０９．４�
４５ ゴールドエンジュ 牝３鹿 ５２ 大野 拓弥�菅井牧場 松山 将樹 新冠 武田 修一 ４４２± ０１：５８．７３� ７．２�
１１ レイクメリット 牝５鹿 ５５ 北村 宏司吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５０６＋ ４１：５９．０２ ５．７�
７１２ ピサノシャルロット 牝４鹿 ５５ 田中 勝春市川 義美氏 古賀 慎明 新ひだか フジワラフアーム B４５６＋１２１：５９．６３� １３７．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，６０８，３００円 複勝： ４６，３８６，０００円 枠連： ２２，１１４，２００円

馬連： ８１，３２５，５００円 馬単： ５１，３８６，１００円 ワイド： ３３，５０７，９００円

３連複： １０２，２９２，６００円 ３連単： １６５，３８６，５００円 計： ５２９，００７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７４０円 複 勝 � ４１０円 � ３４０円 � １６０円 枠 連（６－６） ７，３５０円

馬 連 �� ９，０３０円 馬 単 �� １９，６５０円

ワ イ ド �� ２，６００円 �� １，３２０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� １４，４３０円 ３ 連 単 ��� １２８，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２６６０８３ 的中 � １２１０４（９番人気）
複勝票数 計 ４６３８６０ 的中 � ２４９３５（９番人気）� ３１８６４（７番人気）� １００９３１（１番人気）
枠連票数 計 ２２１１４２ 的中 （６－６） ２２２３（２３番人気）
馬連票数 計 ８１３２５５ 的中 �� ６６５１（３７番人気）
馬単票数 計 ５１３８６１ 的中 �� １９３０（７５番人気）
ワイド票数 計 ３３５０７９ 的中 �� ３１０５（３８番人気）�� ６３２４（２３番人気）�� ７０９０（１５番人気）
３連複票数 計１０２２９２６ 的中 ��� ５２３４（６１番人気）
３連単票数 計１６５３８６５ 的中 ��� ９４８（４８８番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．６―１２．４―１３．０―１３．１―１３．０―１３．３―１２．８―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．９―３６．３―４９．３―１：０２．４―１：１５．４―１：２８．７―１：４１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

クリアザウェイ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー ２０１０．９．４ 新潟５着

２００８．３．１８生 牝３黒鹿 母 リードザウェイ 母母 プレイズポーラ ８戦２勝 賞金 １８，９００，０００円

２７０４４ ９月１８日 晴 良 （２３中山４）第４日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時０５分 （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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

６１０ エーシンアルカウス 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義�栄進堂 久保田貴士 浦河 小柳牧場 ４６０± ０１：４７．９ ２．８�

２３ シンボリカージナル 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ４９２＋ ８１：４８．０� １７．４�
５９ マイネルドルチェ 牡４栗 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 川島牧場 B４６２± ０ 〃 ハナ ３４．６�
７１２ オメガクリスマス 牝４鹿 ５５ 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６０－ ２１：４８．１クビ ２６．１�
６１１ マイネイディール 牝３青鹿５２ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 ４９６＋ ８１：４８．２� ５．０�
５８ � モエレアイドル 牝５黒鹿５５ 石橋 脩阿部 紀子氏 清水 利章 新ひだか 中村 和夫 ４５６－ ４ 〃 クビ ２９．５�
８１５ ゼ ロ ー ソ 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６＋ １１：４８．３クビ ８２．８	
３４ � アルティスト 牡４鹿 ５７ 二本柳 壮塩入とめ子氏 嶋田 功 浦河 高岸 順一 ４９０－ ２ 〃 クビ ６．７

４６ トーセンジャガー 牡３青 ５４ 丸山 元気島川 �哉氏 中島 敏文 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６０－ ６１：４８．４クビ １０．３�
２２ エクセリオン 牡４芦 ５７ 柴田 善臣岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７０± ０ 〃 ハナ １４．５
１１ ドリームネイチヤー 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信セゾンレースホース� 上原 博之 新ひだか 中村 和夫 ４３４＋ ２ 〃 ハナ １０．８�
８１４ アルティマタレント 牡５栗 ５７ 四位 洋文深見 富朗氏 河野 通文 新ひだか 上村 清志 ４９６－１２１：４８．８２� ８８．６�
４７ ガリレオバローズ 牡３黒鹿５４ 北村 宏司猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５１４－ ４１：４８．９� １２．９�
７１３ メジロハクリュウ 牡３鹿 ５４ 黛 弘人岩� 伸道氏 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 ４６０± ０１：４９．０クビ ８８．４�
３５ ユーピロンユー 牝６鹿 ５５ 中舘 英二袴田 精一氏 和田正一郎 静内 三宅牧場 B４５４＋ ６１：４９．２１� ６９．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，２０９，２００円 複勝： ４６，０３９，８００円 枠連： ３０，２９４，１００円

馬連： ９３，３９９，８００円 馬単： ５５，６６７，８００円 ワイド： ３４，７４４，１００円

３連複： １１１，６６４，２００円 ３連単： １８９，３１８，２００円 計： ５８９，３３７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ４７０円 � ６９０円 枠 連（２－６） ６５０円

馬 連 �� ２，３７０円 馬 単 �� ３，３４０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� １，８６０円 �� ５，０８０円

３ 連 複 ��� ２０，１８０円 ３ 連 単 ��� ８２，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２８２０９２ 的中 � ８２１２６（１番人気）
複勝票数 計 ４６０３９８ 的中 � １１８４６０（１番人気）� ２１０４２（８番人気）� １３５２５（１１番人気）
枠連票数 計 ３０２９４１ 的中 （２－６） ３４６３３（３番人気）
馬連票数 計 ９３３９９８ 的中 �� ２９０９３（７番人気）
馬単票数 計 ５５６６７８ 的中 �� １２３０３（９番人気）
ワイド票数 計 ３４７４４１ 的中 �� １０５８０（８番人気）�� ４５７３（２４番人気）�� １６２８（５０番人気）
３連複票数 計１１１６６４２ 的中 ��� ４０８５（７４番人気）
３連単票数 計１８９３１８２ 的中 ��� １６９６（２９０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３５．７―４８．１―１：００．４―１：１２．８―１：２４．７―１：３６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

エーシンアルカウス �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 Woodman デビュー ２０１０．７．３ 福島１１着

２００７．５．８生 牡４黒鹿 母 フェアリースワン 母母 Buzzovertomyhouse １６戦３勝 賞金 ３１，１２７，０００円



２７０４５ ９月１８日 晴 良 （２３中山４）第４日 第９競走 ��
��１，２００�

は つ か ぜ

初 風 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．９．１８以降２３．９．１１まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４５ アポロフィオリーナ 牝３鹿 ５２ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 ４６６＋１６１：０７．３ ３．１�

７１０ オ ク ル ス 牝４鹿 ５３ 田辺 裕信山本弥恵子氏 松永 康利 青森 明成牧場 ４６０＋ ８１：０７．７２� １６．２�
４４ エーシンヒットマン 牡３栗 ５５ 丸山 元気�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 B４８２－ ２１：０７．８� ４．４�
２２ ウインバンディエラ 牡５栗 ５５ 安藤 勝己�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４６２－ ６１：０７．９� ６．２�
１１ � ファンドリノチカラ 牡４鹿 ５５ 勝浦 正樹水戸眞知子氏 高橋 義忠 新冠 的場牧場 ４５４－ ４１：０８．０クビ １０．２�
６８ カレンナサクラ 牝７栗 ５２ 村田 一誠北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４７０＋ ６ 〃 アタマ ３６．８�
８１３ リッピアピンク 牝５鹿 ５３ 北村 宏司村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４７４－ ４１：０８．２１	 １３．５	
５６ � シ テ ィ ボ ス 牡８鹿 ５２ 丹内 祐次服部 新平氏 日吉 正和 新冠 アラキフアーム ４６６－ ２１：０８．５２ ９４．４

７１１ ノーワンエルス 牡４芦 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ５１０＋ ６ 〃 ハナ ７．２�
８１２ ターニングポイント 
６青鹿５６ 岩田 康誠山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 ４６８＋ ８１：０８．７１ １１．５
６９ ダイナミズム 牝４鹿 ５４ 大野 拓弥吉田 和子氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２＋１８１：０９．０２ ２０．９�
３３ クリノサンデーママ 牝５栗 ５０ 杉原 誠人栗本 博晴氏 星野 忍 浦河 本巣 敦 ４４４＋１０１：０９．５３ ２７４．１�
５７ � スマートスパークル 牡５栗 ５２ 嶋田 純次栗本 博晴氏 高市 圭二 静内 グランド牧場 ４９２－ ８１：０９．６クビ ３０９．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３７，１３９，６００円 複勝： ５４，８７９，２００円 枠連： ３０，４９１，９００円

馬連： １３３，３８４，８００円 馬単： ７８，０２２，６００円 ワイド： ４０，１１２，１００円

３連複： １４４，２７２，７００円 ３連単： ２７５，３９６，５００円 計： ７９３，６９９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ４７０円 � １６０円 枠 連（４－７） ５５０円

馬 連 �� ３，１８０円 馬 単 �� ５，０７０円

ワ イ ド �� １，０５０円 �� ３５０円 �� １，６６０円

３ 連 複 ��� ４，５９０円 ３ 連 単 ��� ３０，３００円

票 数

単勝票数 計 ３７１３９６ 的中 � ９５４９０（１番人気）
複勝票数 計 ５４８７９２ 的中 � １１７５９１（１番人気）� ２１８４３（８番人気）� １０２７７９（２番人気）
枠連票数 計 ３０４９１９ 的中 （４－７） ４１０９１（１番人気）
馬連票数 計１３３３８４８ 的中 �� ３０９９９（１６番人気）
馬単票数 計 ７８０２２６ 的中 �� １１３６０（２０番人気）
ワイド票数 計 ４０１１２１ 的中 �� ８９４１（１６番人気）�� ３２０８０（１番人気）�� ５５３２（２７番人気）
３連複票数 計１４４２７２７ 的中 ��� ２３２２２（１３番人気）
３連単票数 計２７５３９６５ 的中 ��� ６７０８（１００番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１０．８―１１．０―１１．５―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．３―４４．３―５５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．８―３F３４．０
３ ８－１０，５，９（４，１１）（１，７，１２）（６，１３）（２，３） ４ ８－１０，５（９，１１）４（７，１２）１（６，１３）２，３

勝馬の
紹 介

アポロフィオリーナ �
�
父 スニッツェル �

�
母父 ウォーニング デビュー ２０１０．１１．１３ 福島２着

２００８．４．８生 牝３鹿 母 ベ ル ビ オ ラ 母母 フリーウィル ５戦３勝 賞金 ３１，８０１，０００円

２７０４６ ９月１８日 晴 良 （２３中山４）第４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，２２．９．１８以降２３．９．１１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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１６ ア ナ モ リ 牝６鹿 ５３ 横山 典弘鈴木 義孝氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４４４＋１２１：１１．０ ２０．２�

５１０� エベレストオー 牡４鹿 ５４ 三浦 皇成栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 中川牧場 B４７８－ ２ 〃 クビ ３０．７�
６１２ サ リ エ ル 牝４鹿 ５５ 吉田 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンコーファーム ４７８＋ ４１：１１．１� ８．６�
６１１ トウショウブリッツ 牡７鹿 ５３ 大庭 和弥トウショウ産業� 清水 英克 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９０± ０１：１１．２クビ ５５．７�
２４ デイトユアドリーム 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４６２－１０ 〃 アタマ １２．１�
１２ グローリールピナス 牝５栃栗５２ 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７２＋ ２ 〃 ハナ １１１．７�
４８ チャンピオンラブ 牡５青鹿５６ 蛯名 正義坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 ４８６－１０１：１１．３� ５．９	
７１３ ケイアイダイオウ 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５３０＋ ４１：１１．７２� １１．５

２３ デュアルスウォード 牡３黒鹿５４ 石橋 脩 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ２１：１１．８� ４．６�
８１５� ハイエモーション 牡６栗 ５６ 丸山 元気前田 幸治氏 萩原 清 米 Sabrina

Plumley ４９６＋１４１：１１．９	 ７７．７
３６ ドリームクラウン 牡６栗 ５４ 丹内 祐次セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５１４－ ８ 〃 クビ ６２．０�
７１４ ダノンブライアン 
７鹿 ５６ 田中 勝春�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０４－ ２１：１２．０クビ ２０．３�
４７ チャレンジシチー 牡９鹿 ５１ 宮崎 北斗 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 上山牧場 ５０６－ ８１：１２．３１	 ６２．６�
１１ ゲットフルマークス 
５鹿 ５３ 西田雄一郎�ジェイアール 戸田 博文 浦河 梅田牧場 ４８４－１６１：１２．９３� ２４８．７�
５９ ストレートイン 牡５鹿 ５５ 中舘 英二島田 久氏 柴崎 勇 三石 前川牧場 ５００± ０１：１３．０クビ １７．８�
３５ クリスタルボーイ 牡４芦 ５８ 北村 宏司ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４９２－ ２１：１７．１大差 ３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，７４２，３００円 複勝： ７５，７５０，２００円 枠連： ４０，７７１，１００円

馬連： １８７，１４２，９００円 馬単： ９８，９０２，２００円 ワイド： ５９，８４１，６００円

３連複： ２０７，３６９，０００円 ３連単： ３７２，７６１，８００円 計： １，０８４，２８１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０２０円 複 勝 � ５９０円 � ９７０円 � ３３０円 枠 連（５－８） ６，８７０円

馬 連 �� ４０，６５０円 馬 単 �� ８６，６９０円

ワ イ ド �� ８，１００円 �� ２，４３０円 �� ４，６３０円

３ 連 複 ��� １０９，３２０円 ３ 連 単 ��� ８０９，１２０円

票 数

単勝票数 計 ４１７４２３ 的中 � １６３２９（８番人気）
複勝票数 計 ７５７５０２ 的中 � ３３２２６（８番人気）� １９０５６（１０番人気）� ６８１３６（４番人気）
枠連票数 計 ４０７７１１ 的中 （５－８） ４３８０（２２番人気）
馬連票数 計１８７１４２９ 的中 �� ３３９８（７１番人気）
馬単票数 計 ９８９０２２ 的中 �� ８４２（１４８番人気）
ワイド票数 計 ５９８４１６ 的中 �� １８０１（６９番人気）�� ６１４３（２５番人気）�� ３１７５（４５番人気）
３連複票数 計２０７３６９０ 的中 ��� １４００（２１２番人気）
３連単票数 計３７２７６１８ 的中 ��� ３４０（１３７５番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．５―１２．２―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．８―４６．０―５８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３７．２
３ ・（５，７）（９，１５）４，１１（８，１４）（３，１３，１２）（２，１０）１，６，１６ ４ ・（５，７）９（４，１５）８（３，１１，１４）（２，１３，１２）１０（１，６）１６

勝馬の
紹 介

ア ナ モ リ �
�
父 トワイニング �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２００７．１０．２８ 京都４着

２００５．４．２１生 牝６鹿 母 エクシードワン 母母 オーパスワン ３４戦５勝 賞金 １０１，８２６，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔その他〕 クリスタルボーイ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕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。
※ゲットフルマークス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１レース目 ３レース目



２７０４７ ９月１８日 晴 良 （２３中山４）第４日 第１１競走 ��
��２，２００�第６５回ラジオ日本賞セントライト記念（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （菊花賞トライアル） （芝・右・外）

３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
ラジオ日本賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 １，２８８，０００円 ３６８，０００円 １８４，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

６１１ フェイトフルウォー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣 �社台レースホース伊藤 伸一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０４＋ ６２：１０．３ ２１．８�

１２ トーセンラー 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４２８－ ４２：１０．５１� ４．１�
７１４ サダムパテック 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６＋ ６２：１０．７１� ３．１�
１１ ベルシャザール 牡３青鹿５６ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ５３６－ ６ 〃 ハナ ３．８�
８１６ トウシンイーグル 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント ４７０＋ ４２：１１．２３ ２９．１	
３５ ラヴェルソナタ 牡３鹿 ５６ 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 ５３２－ ２２：１１．６２� ３３．２

５９ レッドセインツ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４２６＋ ６２：１１．７� ９７．７�
７１５ マイネルメダリスト 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 ４６６＋１０２：１１．９１� ７１．６�
２４ ムスカテール 牡３黒鹿５６ 四位 洋文吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ４２：１２．０� ３２．５
８１７ ロイヤルクレスト 牡３栃栗５６ 津村 明秀�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ５０４＋ ２２：１２．１� ３４．６�
４８ ユニバーサルバンク 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６２± ０ 〃 アタマ １３．３�
７１３ マイネルギブソン 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋２６２：１２．２� ３３８．０�
６１２ ターゲットマシン 牡３青鹿５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４９０＋ ６２：１２．４１� ３９．８�
５１０ ハーキュリーズ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３６± ０２：１２．５� ２８．４�
３６ クワイアーソウル 牡３黒鹿５６ 丸山 元気�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０－ ２２：１２．６� ２１８．６�
２３ ヒットザターゲット 牡３栗 ５６ 中舘 英二前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２－１０２：１３．０２� ４４．５�
４７ ショウナンバーズ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５０２＋ ８２：１３．３１� １６．７�

（１７頭）
８１８ ショウナンパルフェ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： １４０，０４３，８００円 複勝： １９３，２３２，３００円 枠連： １５９，８８５，３００円 馬連： ６４３，７３８，６００円 馬単： ３４５，１６８，１００円

ワイド： １９５，５４３，０００円 ３連複： ７９５，４３３，１００円 ３連単： １，５６５，６２６，７００円 ５重勝： １，２７１，２６４，５００円 計： ５，３０９，９３５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１８０円 複 勝 � ４００円 � １７０円 � １４０円 枠 連（１－６） １，５８０円

馬 連 �� ４，９７０円 馬 単 �� １３，９８０円

ワ イ ド �� １，８００円 �� １，３４０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ５，２５０円 ３ 連 単 ��� ５６，１６０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����� １４，４３３，７５０円

票 数

単勝票数 差引計１４００４３８（返還計 １７４５） 的中 � ５０６７５（６番人気）
複勝票数 差引計１９３２３２３（返還計 ２３８３） 的中 � ９２１５１（６番人気）� ３１４０５２（３番人気）� ４６２８９８（１番人気）
枠連票数 計１５９８８５３ 的中 （１－６） ７４８８７（５番人気）
馬連票数 差引計６４３７３８６（返還計 ３４９０５） 的中 �� ９５７４７（１５番人気）
馬単票数 差引計３４５１６８１（返還計 ２０５３６） 的中 �� １８２３１（４６番人気）
ワイド票数 差引計１９５５４３０（返還計 ７０４１） 的中 �� ２５２０３（２０番人気）�� ３４２２７（１３番人気）�� １３５７８３（２番人気）
３連複票数 差引計７９５４３３１（返還計 ５８２４０） 的中 ��� １１１９３５（１０番人気）
３連単票数 差引計１５６５６２６７（返還計１２４９２６） 的中 ��� ２０５７６（１５４番人気）
５重勝票数 差引計１２７１２６４５（返還計 ０ ） 的中 ����� ６５

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．１―１１．７―１１．８―１１．９―１１．８―１２．３―１２．５―１２．７―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．２―２２．９―３４．０―４５．７―５７．５―１：０９．４―１：２１．２―１：３３．５―１：４６．０―１：５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．８
１
３
１７＝７－１，１０（８，１１）（６，２，３，１５）－（１４，１６）５，１２，１３，４－９
１７＝７＝１，１０（８，３）１１（２，１５）（１４，１６）－（５，１２）（６，４）１３－９

２
４
１７＝７－１（１０，３）（８，１１，１５）２（１４，１６）６－５，１２（１３，４）＝９
１７－７－１，１０（８，１１）２，１４－１６，１５，３（５，１２，４）－（１３，９）－６

勝馬の
紹 介

フェイトフルウォー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２０１０．１０．１０ 東京１着

２００８．１．１１生 牡３黒鹿 母 フェートデュヴァン 母母 マーサズヴィンヤード ７戦３勝 賞金 １１３，９９６，０００円
〔出走取消〕 ショウナンパルフェ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※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 ヴァーゲンザイル号・リアライズキング号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりフェイトフルウォー号・トーセンラー号・サダムパテック号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

２７０４８ ９月１８日 晴 良 （２３中山４）第４日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

２２ スモールキング 牡３鹿 ５５ 丸山 元気�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４５０± ０１：１２．０ ５．５�

４７ ジャーグラット 牡３栗 ５５ 柴田 善臣本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４２２＋ ４１：１２．１� ３．６�
５８ � タニマサホーク 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介谷 研司氏 栗田 博憲 新ひだか 多田 正弘 ５０６－ ８１：１２．３１ ２２．７�
８１５ ガッチリガッチリ 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４７４－１８１：１２．４� １７．７�
４６ パライバトルマリン 牡３栗 ５５ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 浦河 津島 優治 ４９０＋１４１：１２．５� ９１．２�
６１０ シ ェ ー カ ー 牡４芦 ５７ 岩田 康誠深見 富朗氏 北出 成人 新冠 コスモヴューファーム ５０４＋ ８１：１２．７１� ２．２�
３５ アンジュヴォレ 牝３栗 ５３ 藤岡 佑介日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４２８－ ６１：１２．８クビ ２３１．１	
７１２ ラブミーダン 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲嶋田 純次小林 祥晃氏 武藤 善則 浦河 林 孝輝 B４５８＋ ４１：１２．９� １４．３

６１１ コスモオウガイ 牡３栗 ５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 長浜 忠 ４９４－ ４１：１３．１１� ２６．８�
１１ スマイルダンサー 牝３鹿 ５３

５０ ▲平野 優古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 ４６８－ ２１：１３．４２ １２６．４�
２３ ツクババレー 牝３鹿 ５３

５０ ▲小野寺祐太荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 ヤナガワ牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ １９８．０
８１４ アスパイヤリング 牡３鹿 ５５ 田辺 裕信木村 直樹氏 武市 康男 新ひだか 萩澤 泰博 B４９２－ ２１：１３．５クビ ２４．８�
３４ ドリームクレド 牡３栗 ５５ 中舘 英二セゾンレースホース� 阿部 新生 浦河 帰山 清貴 ４８６＋ ８１：１３．７１� １８．３�
５９ � キタサンオリオン �５鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人�大野商事 古賀 史生 平取 高橋 啓 ５１６＋１０１：１４．１２� ２９９．６�
７１３ デ シ リ オ ン 牝３鹿 ５３ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド ４６４－ ２１：１５．４８ １４１．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５０，６７６，９００円 複勝： ６５，２１６，９００円 枠連： ４３，６２７，２００円

馬連： １６９，１９１，７００円 馬単： １０７，６１５，６００円 ワイド： ５８，０２１，３００円

３連複： １９２，１０７，８００円 ３連単： ４１６，６１０，６００円 計： １，１０３，０６８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２１０円 � １６０円 � ４４０円 枠 連（２－４） ９８０円

馬 連 �� ９６０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� １，１７０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ４，２２０円 ３ 連 単 ��� １８，０２０円

票 数

単勝票数 計 ５０６７６９ 的中 � ７３３８３（３番人気）
複勝票数 計 ６５２１６９ 的中 � ８１８３５（３番人気）� １３６４０７（２番人気）� ３０２０３（７番人気）
枠連票数 計 ４３６２７２ 的中 （２－４） ３３１１２（４番人気）
馬連票数 計１６９１９１７ 的中 �� １３０８９６（３番人気）
馬単票数 計１０７６１５６ 的中 �� ３９１３０（７番人気）
ワイド票数 計 ５８０２１３ 的中 �� ４１９８８（３番人気）�� １１５６０（１６番人気）�� １４１５８（１２番人気）
３連複票数 計１９２１０７８ 的中 ��� ３３６１２（１４番人気）
３連単票数 計４１６６１０６ 的中 ��� １７０６４（４７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．６―１２．４―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．５―４６．９―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スモールキング �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．２．５ 東京１着

２００８．４．１生 牡３鹿 母 エンジェルファタル 母母 サクセスウーマン ８戦２勝 賞金 １６，９００，０００円

５レース目



（２３中山４）第４日 ９月１８日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２７０，５２０，０００円
９，１７０，０００円
２，７７０，０００円
２５，２３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５８，２４１，５００円
５，０４７，０００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
４５４，５６６，２００円
６９１，１０２，１００円
４４３，６４５，６００円
１，６４４，３９２，１００円
９８４，２９８，５００円
５６６，７７４，６００円
１，９７９，２３６，４００円
３，７３２，２６９，８００円
１，２７１，２６４，５００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 １１，７６７，５４９，８００円

総入場人員 ３８，９３６名 （有料入場人員 ）


