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２７０４９ ９月２４日 晴 良 （２３中山４）第５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）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．８
１：０７．８

良

良

２３ ダイワカリエンテ 牝２栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４２＋ ４１：０９．１ １．７�

１２ エステージャ 牝２芦 ５４ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 森 俊雄 ４２２－ ２１：０９．３１ １７．０�
３６ エムアイチャンドラ 牝２栗 ５４ 大野 拓弥礒川 正明氏 松永 康利 日高 下河辺牧場 ４６０± ０１：０９．５１� ６．９�
７１３ アブマーシュ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 ４６２＋ ８ 〃 ハナ ４５．４�
１１ エンドスケープ 牝２鹿 ５４ 赤木高太郎�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８＋ ４ 〃 クビ ５．２�
５９ エキゾチックバニラ 牝２芦 ５４ 後藤 浩輝 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４４０＋ ４１：０９．６クビ １０．１	
４８ コスモティアラ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 美波 豊浦 飯原牧場 B４３８＋ ８１：１０．０２� ３６．１

５１０ コスモアステリクス 牝２黒鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４３０＋ ８１：１０．１� １６．７�
２４ ドラゴンアリー 牝２黒鹿５４ 江田 照男窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 新ひだか ヒサイファーム ４２６＋ ８１：１０．２� ７６．８�
６１２ トワイライトダンス 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４０６＋ ６１：１０．６２� ６４２．１
６１１ 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 ４３８－ ２１：１０．７� ４４．２�
３５ ロマンスレター 牝２栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人井上 久光氏 高市 圭二 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４１２± ０１：１０．８� ５７３．４�

７１４ ダイメイヘイロー 牝２鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次宮本 孝一氏 中島 敏文 新ひだか 中田 浩美 ４１０－ ８１：１１．１２ １７２．５�

８１６ スペランツァーレ 牝２栗 ５４ 吉田 豊魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３０－ ４１：１１．２クビ ６４．２�

８１５ ステイローズ 牝２黒鹿５４ 武士沢友治冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新冠 ムラカミファーム ４３０＋１０１：１１．５２ ４０３．９�
４７ セイカモデラート 牝２栗 ５４ 田中 勝春久米 誠氏 小野 次郎 新ひだか 徳本 幸雄 ４２８＋ ２１：１２．２４ ３６９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６８１，４００円 複勝： ３７，２１０，４００円 枠連： １２，５５４，４００円

馬連： ４７，６１３，２００円 馬単： ３５，３２４，１００円 ワイド： ２１，１０５，２００円

３連複： ６２，３５０，６００円 ３連単： １１０，８９６，７００円 計： ３４４，７３６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２７０円 � １６０円 枠 連（１－２） ３７０円

馬 連 �� １，５３０円 馬 単 �� ２，０７０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ２７０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ２，２８０円 ３ 連 単 ��� １０，３７０円

票 数

単勝票数 計 １７６８１４ 的中 � ８２６５２（１番人気）
複勝票数 計 ３７２１０４ 的中 � １５９５１３（１番人気）� ２１９８１（６番人気）� ４７９９４（３番人気）
枠連票数 計 １２５５４４ 的中 （１－２） ２５５７２（１番人気）
馬連票数 計 ４７６１３２ 的中 �� ２３０５７（６番人気）
馬単票数 計 ３５３２４１ 的中 �� １２６１０（７番人気）
ワイド票数 計 ２１１０５２ 的中 �� ９３３０（６番人気）�� ２２１１０（２番人気）�� ４６３７（１４番人気）
３連複票数 計 ６２３５０６ 的中 ��� ２０２２０（７番人気）
３連単票数 計１１０８９６７ 的中 ��� ７８９５（２６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．３―１１．０―１１．４―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．５―３３．５―４４．９―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワカリエンテ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Rahy デビュー ２０１１．９．１０ 中山２着

２００９．４．８生 牝２栗 母 ソロリサイタル 母母 Sole ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイカモデラート号は，平成２３年１０月２４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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アサヒステファニー号・キタサンビンゴ号・ミラクルピッチ号・ユウミプリンセス号
（非抽選馬） ２頭 デーヴィー号・ミットフロイデ号

２７０５０ ９月２４日 晴 良 （２３中山４）第５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

８１２ 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± ０１：３６．１ ２．１�

３３ マイネルスパイス 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 長浜 忠 ４０６＋ ８１：３６．３１� ６．４�

５７ ハギノグラシアス 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６－ ２１：３６．４� １４．１�
４４ エースドライバー 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４６８－ ２１：３６．５� ２．６�
５６ コンパティビリティ 牡２栗 ５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４２２＋１０１：３６．７１ １１．７	
１１ ブランドマックス 牡２黒鹿５４ 大庭 和弥榎本 富三氏 嶋田 潤 日高 門別 正 ４４６± ０１：３７．０２ １７３．２

７１１ スターサファイア 牝２青鹿５４ 後藤 浩輝�和田牧場 和田 正道 千歳 社台ファーム ４５０－ ６１：３７．１� ５７．１�
７１０ ファンタマリッジ 牡２鹿 ５４ 江田 照男ケンレーシング組合 牧 光二 平取 北島牧場 ４２８＋ ６１：３７．３１� ２１２．２�
６８ コスモスタナー 牡２青 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 不二牧場 ４７４＋１０１：３７．５１� ３３８．５
８１３ トキノポイント 牡２栗 ５４

５１ ▲平野 優田中 準市氏 矢野 照正 新ひだか 矢野牧場 ４６０－ ２１：３８．０３ ４５．１�
６９ サワヤカマックス 牡２鹿 ５４ 赤木高太郎白� 雅文氏 武藤 善則 平取 高橋 啓 ４１８＋ ２１：３８．２１� ２７０．２�
４５ ノリコエヨウ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司小田切有一氏 本間 忍 浦河 木村牧場 ５０８－ ８１：３８．４１ １８１．７�
２２ カシノレインボー 牝２芦 ５４ 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 日高 門別牧場 ４４８－ ４１：３８．８２� １５８．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，２００，２００円 複勝： ２８，９３０，７００円 枠連： １１，９４４，６００円

馬連： ４６，６８４，８００円 馬単： ３４，４９４，９００円 ワイド： １７，８４３，０００円

３連複： ５２，００８，４００円 ３連単： １０７，３１０，３００円 計： ３１８，４１６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２１０円 枠 連（３－８） ６２０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ３８０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 ��� ４，７６０円

票 数

単勝票数 計 １９２００２ 的中 � ７４０６４（１番人気）
複勝票数 計 ２８９３０７ 的中 � １０３７６１（１番人気）� ４４５８０（３番人気）� ２５２７７（４番人気）
枠連票数 計 １１９４４６ 的中 （３－８） １４２８４（４番人気）
馬連票数 計 ４６６８４８ 的中 �� ５２２２５（３番人気）
馬単票数 計 ３４４９４９ 的中 �� ２６３７１（３番人気）
ワイド票数 計 １７８４３０ 的中 �� １７２６３（２番人気）�� １１６７３（５番人気）�� ５９２４（８番人気）
３連複票数 計 ５２００８４ 的中 ��� ２２９５５（４番人気）
３連単票数 計１０７３１０３ 的中 ��� １６６６７（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．２―３６．１―４８．７―１：０１．２―１：１２．９―１：２４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．９

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

勝馬の
紹 介

トーセンベニザクラ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．７．３ 中山６着

２００９．３．７生 牝２黒鹿 母 トーセンブリリアン 母母 パ ル セ イ ト ５戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔制裁〕 トキノポイント号の騎手平野優は，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。（６番への進路影響）
※ファンタマリッジ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第４回　中山競馬　第５日



２７０５１ ９月２４日 晴 稍重 （２３中山４）第５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 ４，５００，０００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

４７ キョウエイヒドラ 牝３栗 ５４ 江田 照男田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 鮫川 啓一 ４８０± ０１：５６．９ ６．５�

８１５ ダノンアマン 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝�ダノックス 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５５６＋ ６１：５７．１１� ２．１�

２４ ジーガーゴールド 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�ジーガー 清水 英克 青森 滝沢牧場 ４７４＋ ４１：５７．２� ４．６�
１１ ヌ チ バ ナ 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次吉田 正志氏 松山 康久 安平 追分ファーム ４６８－ ６１：５７．６２� ７．０�
６１２ アウトヒット 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ５０４＋ ２ 〃 クビ ８．７�
７１４ レジリアンス 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ４６２－ ６１：５７．７クビ ３５．４	
６１１ ダイワイマージュ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 大典牧場 ４７０－ ２１：５７．８� ４２．０

３６ サマークイーン 牝３栗 ５４ 北村 宏司セゾンレースホース� 坂本 勝美 浦河 山田 昇史 ４２２－ ２１：５７．９� １７０．４�
５１０ ベルウッドショット 牡３栗 ５６ 武士沢友治鈴木 照雄氏 中川 公成 新ひだか 飯岡牧場 ４８２＋ ８１：５８．１１� ２０９．２�
５９ スペシャルダンス 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太有限会社シルク高市 圭二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２－ ２１：５８．２� ４１．１

８１６ ダンスサイト 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 新冠 競優牧場 ４７６－ ４１：５８．５１� ４０９．３�

３５ ドラゴンポイント 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信窪田 康志氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B５０４＋２２１：５８．７１� ２６．４�
４８ スズノエミー 牝３黒鹿５４ 小林 淳一小紫惠美子氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 B４５８－ ２１：５９．４４ ２２９．４�
７１３ メイクミーシャイン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優飯田 正剛氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 ４８０－ ４２：００．２５ ３３５．２�
１２ ゴールデンハルサヤ 牡３栗 ５６ 大庭 和弥金山 克己氏 加藤 和宏 浦河トラストスリーファーム ４６０＋ ２２：００．４１� ９２．０�
２３ ビッグフォンテン 牡３黒鹿５６ 木幡 初広吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 ５４０ ―２：００．５� １１９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０７４，０００円 複勝： ２７，６８６，７００円 枠連： １２，０８７，６００円

馬連： ４５，１８２，０００円 馬単： ３５，０３３，５００円 ワイド： １９，１０９，１００円

３連複： ５７，２８２，８００円 ３連単： １０４，６２６，０００円 計： ３１９，０８１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １９０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（４－８） ７８０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� ２，５００円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ４４０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 ��� ９，９１０円

票 数

単勝票数 計 １８０７４０ 的中 � ２２１４１（３番人気）
複勝票数 計 ２７６８６７ 的中 � ２８２６２（５番人気）� ７８８０１（１番人気）� ５９１７４（２番人気）
枠連票数 計 １２０８７６ 的中 （４－８） １１５４７（４番人気）
馬連票数 計 ４５１８２０ 的中 �� ３８１３７（４番人気）
馬単票数 計 ３５０３３５ 的中 �� １０３４８（８番人気）
ワイド票数 計 １９１０９１ 的中 �� １１９３５（５番人気）�� ９９４６（６番人気）�� ２１６１０（１番人気）
３連複票数 計 ５７２８２８ 的中 ��� ３８００３（２番人気）
３連単票数 計１０４６２６０ 的中 ��� ７７９７（２３番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．０―１３．６―１４．１―１３．５―１２．８―１２．４―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．９―３８．５―５２．６―１：０６．１―１：１８．９―１：３１．３―１：４３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

キョウエイヒドラ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１０．１１．１４ 東京９着

２００８．４．１９生 牝３栗 母 マルカフルート 母母 カガミセンカ ５戦１勝 賞金 ５，２２０，０００円

２７０５２ ９月２４日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２３中山４）第５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

２２ メジロクリントン 牡４栗 ６０ 江田 勇亮岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５１８＋ ４３：１５．９ ３．８�

５８ ディアマイホース 牡５黒鹿６０ 山本 康志吉橋 計氏 菊沢 隆徳 えりも 寺井 文秀 ５０４＋２４３：１７．１７ ２．０�
６１０ マイネルパルティア 牡６鹿 ６０ 穂苅 寿彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 ５０６＋ ８３：１７．６３ ５４．３�
５７ � ホーカーシーホーク 牡５黒鹿６０ 鈴木 慶太石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 曾我 博 ４６４± ０３：１８．７７ ６３．８�
７１２ スーパーティチャー 牝４鹿 ５８ 大江原 圭福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４９０＋ ２ 〃 ハナ ２８．０�
１１ � ヤマイチカチドキ 牡６芦 ６０ 草野 太郎坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 ４７０－ ５ 〃 クビ ５１．３�
７１１ ブライティアアース 牝３栗 ５６ 横山 義行小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 ４９８＋１０３：１８．９１� ８６．５	
４６ スズカケノミチ 牝４栗 ５８ 高野 和馬武岡 雅子氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４８＋ ２３：１９．６４ ５．４

４５ ドリームマイスター 牡６鹿 ６０ 柴田 大知セゾンレースホース� 畠山 吉宏 静内 藤川フアーム ５１０＋ ２３：２０．１３ ９．９�
６９ ヘイセイレジェンド 牡３鹿 ５８ 石神 深一松岡 研司氏 中島 敏文 新ひだか マツケン農場 ４９０＋１４３：２０．２� ９６．１�
８１３ ケイアイブル 牡４鹿 ６０ 金子 光希 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 日高 エンドレス

ファーム ４５４－ ８３：２０．７３ １２８．９
３３ カ リ ン ト 牡３青鹿５８ 水出 大介西森 鶴氏 中川 公成 新冠 パカパカ

ファーム ４３８－ ２３：２２．２９ １８７．７�
３４ マイネルウィット 牡４青鹿６０ 大庭 和弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ５１４＋ ６３：３０．５大差 ２７．１�
８１４ フォレストリーダー 牡３栗 ５８ 五十嵐雄祐小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 赤石 久夫 ４８２＋１０ （競走中止） ２７．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，２６３，２００円 複勝： １９，３０３，３００円 枠連： １１，０２１，５００円

馬連： ３１，７６４，２００円 馬単： ２６，０９６，０００円 ワイド： １３，６１９，４００円

３連複： ４３，９４４，３００円 ３連単： ８７，８２５，９００円 計： ２４５，８３７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ７８０円 枠 連（２－５） ３９０円

馬 連 �� ４１０円 馬 単 �� １，０１０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ２，４２０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� ５，９５０円 ３ 連 単 ��� ３０，６１０円

票 数

単勝票数 計 １２２６３２ 的中 � ２５９５９（２番人気）
複勝票数 計 １９３０３３ 的中 � ３００３０（３番人気）� ７４１３３（１番人気）� ３４３５（８番人気）
枠連票数 計 １１０２１５ 的中 （２－５） ２１０１５（２番人気）
馬連票数 計 ３１７６４２ 的中 �� ５７７５３（１番人気）
馬単票数 計 ２６０９６０ 的中 �� １９２００（３番人気）
ワイド票数 計 １３６１９４ 的中 �� ２２５２７（１番人気）�� １１６５（２４番人気）�� １７５１（１６番人気）
３連複票数 計 ４３９４４３ 的中 ��� ５４５８（１６番人気）
３連単票数 計 ８７８２５９ 的中 ��� ２１１８（７９番人気）

上り １マイル １：４７．３ ４F ５０．８－３F ３８．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジロクリントン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１０．３１ 東京４着

２００７．２．２５生 牡４栗 母 メジロルルド 母母 メジロドーベル 障害：５戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
〔競走中止〕 フォレストリーダー号は，競走中に異常歩様となったため２周目向正面で競走中止。
〔調教再審査〕 フォレストリーダー号は，競走中に異常歩様となったことについて障害調教再審査。
※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 ノーブルエース号



２７０５３ ９月２４日 晴 良 （２３中山４）第５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

８１３ アポロアリーナ 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 平野牧場 ４７４ ―１：１０．２ １６．２�

５６ クリノダイキンボシ 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 筒井 征文 ４５４ ―１：１０．５２ １９．８�
６９ ドラゴンネスト 牡２黒鹿５４ 田中 勝春窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 様似 �村 伸一 ４５４ ―１：１０．８１� ８．７�
２２ ツクバヴァンクール 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義細谷 武史氏 田中 清隆 日高 正和山本牧場 ４２８ ― 〃 クビ １．７�
８１２ タケデンサプライズ 牡２青鹿５４ 武士沢友治武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 ４７０ ―１：１１．０１ ３８．９�
７１１ ホ ー ホ タ ル 牡２青鹿５４ 後藤 浩輝芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 浦河 山田 昇史 ４９２ ―１：１１．３２ ６．０�
１１ サロンドクイーン 牝２鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太山田美喜男氏 小桧山 悟 白老 社台牧場 ４０８ ― 〃 アタマ ９０．７�
４５ フラワーリング 牝２栗 ５４ 西田雄一郎 	荻伏服部牧場 堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４５４ ―１：１１．４� ２３４．９

４４ コスモマチェドニア 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥 	ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 日高 いとう牧場 ４５４ ―１：１１．９３ ５．９�
７１０ ヒカリレーザー 牡２青鹿５４ 中舘 英二�ヒカリクラブ 南田美知雄 日高 中川牧場 ３９８ ―１：１２．６４ ８６．９
３３ アートルムフーガ 牡２黒鹿５４ 吉田 豊ディアレスト 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 ４５６ ―１：１３．２３� １５５．９�
６８ トウカイジョルノ 牡２芦 ５４ 北村 宏司内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 中島牧場 ４５８ ―１：１３．３� ２０．７�
５７ チクシタイショウ 牡２鹿 ５４

５１ ▲平野 優木稲 安則氏 嶋田 潤 新冠 木稲牧場 ４２４ ―１：１３．８３ ２７２．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，３８８，１００円 複勝： ２３，４３８，４００円 枠連： １２，３２５，５００円

馬連： ４１，５１２，５００円 馬単： ３２，８６２，３００円 ワイド： １５，６８６，２００円

３連複： ４８，４６７，５００円 ３連単： ９３，０６４，０００円 計： ２８５，７４４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６２０円 複 勝 � ３４０円 � ４８０円 � ２５０円 枠 連（５－８） ４，８９０円

馬 連 �� ９，１３０円 馬 単 �� １８，９８０円

ワ イ ド �� ２，１８０円 �� １，０１０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� １７，６００円 ３ 連 単 ��� １３４，９４０円

票 数

単勝票数 計 １８３８８１ 的中 � ８９８６（５番人気）
複勝票数 計 ２３４３８４ 的中 � １８０７９（５番人気）� １１９２４（７番人気）� ２７１６６（４番人気）
枠連票数 計 １２３２５５ 的中 （５－８） １８６１（１５番人気）
馬連票数 計 ４１５１２５ 的中 �� ３３５８（２５番人気）
馬単票数 計 ３２８６２３ 的中 �� １２７８（４５番人気）
ワイド票数 計 １５６８６２ 的中 �� １７３５（２５番人気）�� ３９０３（１２番人気）�� ２７６６（１７番人気）
３連複票数 計 ４８４６７５ 的中 ��� ２０３３（４９番人気）
３連単票数 計 ９３０６４０ 的中 ��� ５０９（３０３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．７―１１．６―１１．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３５．０―４６．６―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロアリーナ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 ウォーニング 初出走

２００９．３．２２生 牝２黒鹿 母 ベ ル ビ オ ラ 母母 フリーウィル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 ツクバヴァンクール号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

２７０５４ ９月２４日 晴 良 （２３中山４）第５日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

６１１ アイティクイーン 牝３栗 ５４ 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 ４９０－ ６１：１２．４ ８．７�

４８ ブラックアース 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信�野 葉子氏 小西 一男 新冠 中央牧場 ４９２＋ ４１：１２．６１� ５．５�
８１６ ノンパッサーレ 牡３黒鹿５６ 江田 照男佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム ４８４＋ ６１：１２．９２ １０．１�
５９ サンタンジェロ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４４４－ ２ 〃 ハナ ２．０�
７１３ エムオーファミリー 牝３栗 ５４ 北村 宏司大浅 貢氏 古賀 慎明 新ひだか 石川 新一 ４６４－ ２１：１３．２２ ５．６�
３５ ニューロマンサー 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 ４５８－ ２１：１３．３� １２２．６�
１１ チ ネ チ ッ タ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太村野 康司氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４１８＋１２１：１３．４クビ ２８４．４�
６１２ アパレシーダ 牝３黒鹿５４ 赤木高太郎 	キャロットファーム 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋１０１：１３．６１ ７６．９

８１５� サムデイワンデイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次吉田 好雄氏 手塚 貴久 愛 River
Downs Stud B４４０－１２１：１４．０２	 ３６．７�

３６ シュッケルト 牝３鹿 ５４ 横山 義行石川 幸司氏 保田 一隆 浦河 三栄牧場 ４４８－ ８ 〃 アタマ ２２０．７�
２３ オメガオンリーユー 牡３青鹿５６ 石橋 脩原 
子氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B５１０＋ ４１：１４．２１� １７．４
５１０ アルカイクスター 牝３鹿 ５４ 木幡 初広池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 川島牧場 ４５４ ― 〃 クビ １３５．５�
１２ レオロイヤル 牡３栗 ５６ 武士沢友治田中 博之氏 中川 公成 日高 豊田田村牧場 ４８０－ ６１：１４．３クビ ２２８．３�
７１４ リ ッ ク ラ ヴ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥山邉 浩氏 清水 英克 浦河 谷口牧場 ４９４＋１０１：１４．４	 １４７．９�
２４ ビヨンドトゥモロー 牝３青鹿 ５４

５１ ▲平野 優吉田 哲哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４１８－ ８１：１５．０３	 １３５．８�
４７ ティアップソフィー 牝３青鹿５４ 大野 拓弥田中 昇氏 奥平 雅士 新ひだか 谷岡 正次 B４５０± ０１：１５．８５ ２４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，１００，４００円 複勝： ３３，６４９，４００円 枠連： １５，０９５，３００円

馬連： ５２，６７５，８００円 馬単： ３８，０３０，８００円 ワイド： ２１，２７１，７００円

３連複： ６３，７２４，４００円 ３連単： １１９，０９９，４００円 計： ３６３，６４７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２６０円 � ２００円 � ２６０円 枠 連（４－６） １，４６０円

馬 連 �� ２，２００円 馬 単 �� ４，０４０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� ９００円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ４，７００円 ３ 連 単 ��� ２９，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２０１００４ 的中 � １８３０３（４番人気）
複勝票数 計 ３３６４９４ 的中 � ３３１３４（５番人気）� ５０５２８（２番人気）� ３３１６７（４番人気）
枠連票数 計 １５０９５３ 的中 （４－６） ７６３３（８番人気）
馬連票数 計 ５２６７５８ 的中 �� １７６８０（１０番人気）
馬単票数 計 ３８０３０８ 的中 �� ６９６１（１６番人気）
ワイド票数 計 ２１２７１７ 的中 �� ７７８２（７番人気）�� ５７５１（１２番人気）�� ７６２３（８番人気）
３連複票数 計 ６３７２４４ 的中 ��� １００２７（１７番人気）
３連単票数 計１１９０９９４ 的中 ��� ２９４１（８９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．３―１２．２―１２．８―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．９―４６．１―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイティクイーン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１０．１１．２０ 東京６着

２００８．３．３生 牝３栗 母 レモングラス 母母 ボ リ ー ン １１戦１勝 賞金 １１，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 オンワードフレイア号・セイコーフジ号・リバレイション号



２７０５５ ９月２４日 晴 良 （２３中山４）第５日 第７競走 ��２，４００�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

２：２８．８
２：２８．６

重

不良

７７ セイカプレスト 牡５黒鹿５７ 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４７０－ ２２：３８．３ １５．８�

３３ ジャストザシーズン 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 ４７４± ０２：３８．７２� １．８�
６６ マテンロウカフェ 牡３黒鹿５４ 中舘 英二西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ５０６＋ ４ 〃 ハナ ２０．２�
１１ ニシキホマレ 牡４鹿 ５７

５４ ▲平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５２０＋１０ 〃 ハナ ２０．２�
８８ ドラゴンソニック 牝４青鹿５５ 武士沢友治窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４＋１２２：３９．４４ ２１．２�
５５ モ ン ク 牡３鹿 ５４ 江田 照男田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 B４９２＋ ２２：３９．５� １９．８�
２２ スリープレシャス 牡３青 ５４ 田辺 裕信永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４５２± ０２：４０．０３ ４．５	
４４ ガートモンテス 牡５青鹿５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５０４＋ ８２：４５．４大差 ４．５


（８頭）

売 得 金

単勝： １７，８２９，５００円 複勝： ２６，２２３，１００円 枠連： 発売なし

馬連： ４５，８８２，９００円 馬単： ３４，２４５，３００円 ワイド： １５，８３３，５００円

３連複： ４５，１４６，６００円 ３連単： １１８，８２７，１００円 計： ３０３，９８８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ２５０円 � １１０円 � ４５０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� １，０１０円 馬 単 �� ３，８１０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ２，５９０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ５，９９０円 ３ 連 単 ��� ４８，５９０円

票 数

単勝票数 計 １７８２９５ 的中 � ８９３４（４番人気）
複勝票数 計 ２６２２３１ 的中 � １９０５０（４番人気）� １２２２５５（１番人気）� ８６１９（８番人気）
馬連票数 計 ４５８８２９ 的中 �� ３３６７７（３番人気）
馬単票数 計 ３４２４５３ 的中 �� ６６３８（１２番人気）
ワイド票数 計 １５８３３５ 的中 �� １３９４９（３番人気）�� １３４６（２７番人気）�� ５４００（８番人気）
３連複票数 計 ４５１４６６ 的中 ��� ５５６８（２２番人気）
３連単票数 計１１８８２７１ 的中 ��� １８０５（１３３番人気）

ハロンタイム １３．８―１３．２―１３．９―１３．１―１３．７―１４．０―１３．７―１２．５―１２．６―１２．４―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．８―２７．０―４０．９―５４．０―１：０７．７―１：２１．７―１：３５．４―１：４７．９―２：００．５―２：１２．９―２：２５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→
→�」 上り４F５０．４―３F３７．８
１
�
６，７（１，４）５，２，３，８
６，７（１，４，２）３，５，８

２
�
６，７（１，４）５（３，２）８
６，７－１（３，４，２）（８，５）

勝馬の
紹 介

セイカプレスト �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．８．３ 函館５着

２００６．２．１３生 牡５黒鹿 母 セイカカロブ 母母 サンデーズシス ３９戦２勝 賞金 ３０，６８４，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガートモンテス号は，平成２３年１０月２４日まで平地競走に出走できない。

２７０５６ ９月２４日 晴 良 （２３中山４）第５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）

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

１：５８．２
１：５６．４

良

良

４７ ビコーペグー 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義�レジェンド 堀井 雅広 新ひだか 山口 修二 ４６８＋ ６１：５９．８ ３．６�

２４ アルマフローラ 牝３青 ５２ 田中 勝春 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム ４３０－１０２：００．２２� ７．１�
２３ デラコリーナ 牝３鹿 ５２ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 安平 追分ファーム ４６２＋ ６２：００．３� １１．７�
５１０ マイネオーチャード 牝３栗 ５２ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム ４３８－ ４２：００．４クビ ４０．１�
８１５ ラヴァーズキッス 牝３栗 ５２ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６６＋１０２：００．６１ ５．９�
６１１ メジロカトリーヌ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４７８＋ ２２：００．７� １６．７	
５９ マヤリッシュ 牝３黒鹿５２ 江田 照男�まの 中島 敏文 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４１２＋ ２２：００．８� ９０．２

１１ セ ミ ニ ョ ン 牝３鹿 ５２

４９ ▲嶋田 純次伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン
牧場 ４７０－ ２ 〃 クビ ３６．３�

４８ ダッシュアキチャン 牝６黒鹿５５ 田辺 裕信遠藤 喜松氏 成島 英春 三石 沖田 忠幸 ４５４＋ ４２：０１．１２ ３６．６�
１２ 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 ４９８－ ２ 〃 アタマ ３．２
８１７ サマーチェリー 牝３栗 ５２ 北村 宏司セゾンレースホース� 高橋 祥泰 日高 庄野牧場 ４６２－ ２２：０１．２� ６２．３�
３６ � ジュンノアスカ 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４７２＋ ４２：０１．３� １３１．０�
７１３ メマンチンタ 牝３鹿 ５２ 中舘 英二坂田 行夫氏 高橋 祥泰 浦河 笹島 政信 ４４４－ ２２：０１．５１� １２３．４�
３５ オンザスローン 牝５鹿 ５５ 大野 拓弥加藤 徹氏 成島 英春 日高 森永牧場 ４５４＋１４２：０１．６クビ ２７３．６�
７１４ ヒ ノ コ 牝３鹿 ５２

４９ ▲小野寺祐太小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４３０＋ ４２：０１．７� ５０１．５�
６１２ ファンフェア 牝３栗 ５２ 横山 典弘 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５２＋１６２：０２．３３� １２．２�
８１６� コーリンブラッサム 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎伊藤 恵子氏 平井 雄二 日高 今井牧場 ４４０＋ ２２：０３．２５ ３７６．６�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２５，５１７，８００円 複勝： ４１，０７４，７００円 枠連： ２２，７２３，３００円

馬連： ８２，３３４，７００円 馬単： ５１，３８２，１００円 ワイド： ３０，９６８，３００円

３連複： ９６，７６２，１００円 ３連単： １７６，５０７，６００円 計： ５２７，２７０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � ２１０円 � ２８０円 枠 連（２－４） ７５０円

馬 連 �� １，２１０円 馬 単 �� ２，４３０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ８３０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ４，１２０円 ３ 連 単 ��� １６，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２５５１７８ 的中 � ５６０７１（２番人気）
複勝票数 計 ４１０７４７ 的中 � ８２００２（２番人気）� ５２６２７（３番人気）� ３２７０９（６番人気）
枠連票数 計 ２２７２３３ 的中 （２－４） ２２５４１（３番人気）
馬連票数 計 ８２３３４７ 的中 �� ５０２６０（４番人気）
馬単票数 計 ５１３８２１ 的中 �� １５６４９（９番人気）
ワイド票数 計 ３０９６８３ 的中 �� １４２１６（５番人気）�� ９０９３（９番人気）�� ７０１１（１４番人気）
３連複票数 計 ９６７６２１ 的中 ��� １７３５２（１３番人気）
３連単票数 計１７６５０７６ 的中 ��� ７９２３（４１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１２．３―１１．４―１２．５―１２．１―１２．４―１２．１―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．３―３５．６―４７．０―５９．５―１：１１．６―１：２４．０―１：３６．１―１：４７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．８
１
３

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

・（１，１２）－（１１，１５）（７，１７）－１４（２，１６）－９（４，１０）－３－６，８－（５，１３）・（１，１２）（１１，１５）（７，１７，２，３）（１４，９，１０，１６）（４，８）６（５，１３）
勝馬の
紹 介

ビコーペグー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 アーミジャー デビュー ２００９．７．２５ 新潟７着

２００７．３．１７生 牝４黒鹿 母 サザンクロスビコー 母母 プリンセスビコー ２３戦３勝 賞金 ３４，０２６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 ラヴァーズキッス号の騎手後藤浩輝は，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。（２番・１６番・３番への進

路影響）
ラヴァーズキッス号の騎手後藤浩輝は，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７０，０００円。（１１番への進
路影響）

※ジュンノアスカ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２７０５７ ９月２４日 晴 良 （２３中山４）第５日 第９競走 ��
��１，６００�

な ら し の

習 志 野 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）

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

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

３６ サクラクローバー 牝４鹿 ５５ 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 ４６０－ ６１：３４．３ １１．０�

１２ ウインクリアビュー 牝４栗 ５５ 北村 宏司�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４５２－ ８１：３４．５１� ５．０�
２３ ブリージーデイズ 牡４栗 ５７ 田辺 裕信 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２ 〃 クビ ４８．１�
８１５ サウンドバラッド �４鹿 ５７ 後藤 浩輝増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８０－ ２１：３４．６クビ １８．３�
５９ トゥザサミット 牡４鹿 ５７ 中舘 英二 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４４２－ ４１：３４．７	 １８．７�
６１１ サンデースイセイ 牝３鹿 ５３ 田中 勝春浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム ４７８－ ６ 〃 アタマ ３７．９	
３５ グァンタナメラ 牝４黒鹿５５ 石橋 脩齊藤四方司氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４６０－ ６ 〃 クビ ６．５

７１４
 ヒカルハナミチ 牡４芦 ５７ 蛯名 正義高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４８２＋ １１：３４．８クビ １４．９�
５１０ コスモティカル 牝３栗 ５３ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 西村 和夫 ４２２－ ４ 〃 クビ ２３１．５�
８１６� アポロノカンザシ 牝３栗 ５３ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables B４４０＋ ４ 〃 ハナ １１５．１
６１２ ヴェルデグリーン 牡３栗 ５５ 松岡 正海斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４６８＋２２１：３４．９	 ４．８�
７１３ ユ ウ セ ン 牡３青鹿５５ 武士沢友治本田 恒雄氏 尾関 知人 新ひだか 村岡 農夫 ４５６－１０ 〃 ハナ ２８．８�
４７ トーセンマルス 牡３鹿 ５５ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４３０－ ２ 〃 ハナ ３．４�
１１ コスモマスタング 牡３黒鹿５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム B４６６－１２１：３５．１１� ６８．１�
２４ 
 ホッコービックワン 牡５栗 ５７ 江田 照男矢部 幸一氏 河野 通文 新ひだか 渡辺 光典 ４５４＋ ８ 〃 クビ １３２．４�
４８ ジ ャ イ ア ン 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４９６＋１０１：３５．６３ ６２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，２７９，３００円 複勝： ５５，９８７，３００円 枠連： ２８，９６３，６００円

馬連： １２４，１６６，１００円 馬単： ６９，６８５，８００円 ワイド： ４２，０６３，８００円

３連複： １４３，１８９，３００円 ３連単： ２６２，２３８，９００円 計： ７５７，５７４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ３２０円 � ２１０円 � １，０００円 枠 連（１－３） ７５０円

馬 連 �� ２，４４０円 馬 単 �� ５，４４０円

ワ イ ド �� ９１０円 �� ５，５７０円 �� ２，８５０円

３ 連 複 ��� ２６，３１０円 ３ 連 単 ��� １５０，５００円

票 数

単勝票数 計 ３１２７９３ 的中 � ２２５５４（５番人気）
複勝票数 計 ５５９８７３ 的中 � ４５５２６（５番人気）� ８４６７８（２番人気）� １２２２５（１１番人気）
枠連票数 計 ２８９６３６ 的中 （１－３） ２８６１９（２番人気）
馬連票数 計１２４１６６１ 的中 �� ３７６７３（８番人気）
馬単票数 計 ６９６８５８ 的中 �� ９４５５（１９番人気）
ワイド票数 計 ４２０６３８ 的中 �� １２００１（９番人気）�� １８０８（５０番人気）�� ３５８４（３２番人気）
３連複票数 計１４３１８９３ 的中 ��� ４０１８（８２番人気）
３連単票数 計２６２２３８９ 的中 ��� １２８６（４４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．５―３６．１―４７．９―５９．８―１：１１．１―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．５

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

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

サクラクローバー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００９．１１．１４ 福島３着

２００７．５．２２生 牝４鹿 母 サクラプリファー 母母 サクラユメジ １６戦３勝 賞金 ４２，１８８，０００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。
（非抽選馬） １頭 ユーピロンユー号

２７０５８ ９月２４日 晴 良 （２３中山４）第５日 第１０競走 ��
��２，５００�

く じ ゅ う く り

九 十 九 里 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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２１０，０００円 ６０，０００円 ３０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２９．５
２：２９．５

良

良

５５ ジャングルハヤテ 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎伊藤 誠吉氏 大和田 成 新ひだか グランド牧場 ４７２－１６２：３７．２ ９．４�

７７ �� ホウショウアマネ 牝６芦 ５５ 田辺 裕信芳賀 吉孝氏 武藤 善則 米 Green
Gates Farm ４８６＋ ２ 〃 クビ ３０．７�

４４ ヴァーゲンザイル 牡３黒鹿５４ 吉田 豊 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２２：３７．３	 ３．３�
２２ � インザブラック 牡５黒鹿５７ 田中 勝春臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 ５１６＋１０２：３７．４クビ １６．０�
８８ ルイーザシアター 牡３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２ 〃 アタマ ３．７�
３３ アッパーイースト 牡３黒鹿５４ 蛯名 正義 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９６＋ ４ 〃 ハナ ２．２�
６６ ギムレットアイ 牡６鹿 ５７ 木幡 初広小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４５４＋ ２２：３７．８２
 ７８．４	
１１ タイセイダンサー 牡５鹿 ５７ 平野 優田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新冠 アラキフアーム ４４６＋１０ 〃 クビ ９９．６


（８頭）

売 得 金

単勝： ３３，０２０，１００円 複勝： ３６，７０４，０００円 枠連： 発売なし

馬連： ９２，７７３，８００円 馬単： ６５，２１６，１００円 ワイド： ２８，４７７，３００円

３連複： ８５，５１４，４００円 ３連単： ２６２，３８６，２００円 計： ６０４，０９１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � １９０円 � ４２０円 � １４０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ８，７４０円 馬 単 �� １６，９００円

ワ イ ド �� １，７００円 �� ４５０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ７，８７０円 ３ 連 単 ��� ７７，７４０円

票 数

単勝票数 計 ３３０２０１ 的中 � ２７８９８（４番人気）
複勝票数 計 ３６７０４０ 的中 � ５０００１（４番人気）� １６９０３（６番人気）� ９１１４１（２番人気）
馬連票数 計 ９２７７３８ 的中 �� ７８４０（１５番人気）
馬単票数 計 ６５２１６１ 的中 �� ２８４９（３２番人気）
ワイド票数 計 ２８４７７３ 的中 �� ３９１９（１５番人気）�� １７１２８（４番人気）�� ５６８９（１３番人気）
３連複票数 計 ８５５１４４ 的中 ��� ８０２６（２１番人気）
３連単票数 計２６２３８６２ 的中 ��� ２４９１（１３５番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．７―１２．９―１２．８―１２．６―１４．０―１２．９―１３．５―１３．０―１２．６―１１．３―１１．１―１１．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．１―１８．８―３１．７―４４．５―５７．１―１：１１．１―１：２４．０―１：３７．５―１：５０．５―２：０３．１―２：１４．４―２：２５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４６．７―３F３４．１
１
�
７－８－３（２，５）（１，４）－６
７－（８，６）３（２，５）４，１

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

勝馬の
紹 介

ジャングルハヤテ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．１０．１８ 東京９着

２００７．４．６生 牡４黒鹿 母 アイライクユー 母母 ケイジーイグザーベランス ２１戦４勝 賞金 ６１，０６５，０００円



２７０５９ ９月２４日 晴 良 （２３中山４）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�ながつきステークス

発走１５時４５分 （ダート・右）
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５４�４歳
以上５７�，牝馬２�減

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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５９ プレシャスジェムズ 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４９６＋ ６１：５２．６ ５．０�

１１ ドリームリバイバル 牡６栗 ５７ 中谷 雄太セゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 オリエント牧場 ４８２－ ２１：５２．７� ６２．０�
２２ トーセンアレス 牡４鹿 ５７ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４６８－ ８１：５２．８� １．９�
８１５ アースマリン 牝６鹿 ５５ 江田 照男松山 増男氏 小西 一男 浦河 アイオイファーム ４７４＋ ２１：５３．０１� ６１．４�
８１４ インフィニットエア 	５黒鹿５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋ ４１：５３．３１� ３３．４	
３４ マリアージュ 牝６栗 ５５ 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４４６－ ２１：５３．４� ７９．１

２３ ラ ド ラ ー ダ 牝５青鹿５５ 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 ４５８＋ ６１：５３．５クビ ６．８�
３５ パールシャドウ 牝５鹿 ５５ 松岡 正海飯塚 知一氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４６０＋ ４ 〃 ハナ １４．７�
５８ ヤマニンバッスル 牡５鹿 ５７ 石橋 脩土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４９４－１０ 〃 ハナ ９０．０
７１２ ポイマンドレース 牡５栗 ５７ 中舘 英二 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２０± ０１：５３．７１� ２２．０�
６１０ マエストラーレ 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８± ０１：５４．１２� ２５．３�
４７ ド ッ ト コ ム 牡６鹿 ５７ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８４＋ ６１：５４．２� ８．７�
６１１
 トウカイプライム 牡６黒鹿５７ 柴田 大知内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５５２＋ ２１：５５．５８ ３２３．１�
４６ 
 ディアヤマト 牡６栗 ５７ 木幡 初広ディアレスト 高橋 裕 様似 小田牧場 B５１８＋ ２１：５５．７１� ３００．４�
７１３ ベルモントガリバー 牡５鹿 ５７ 田中 勝春 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント

ファーム ５１０－１２１：５８．２大差 ５６．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６０，７２２，０００円 複勝： ８９，３２４，８００円 枠連： ５６，７４４，０００円

馬連： ２６４，４７６，３００円 馬単： １６７，５２９，７００円 ワイド： ８１，７６０，０００円

３連複： ３１３，５６２，７００円 ３連単： ７１８，３０４，０００円 計： １，７５２，４２３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １７０円 � ８００円 � １２０円 枠 連（１－５） ９，３３０円

馬 連 �� １０，３７０円 馬 単 �� １９，５５０円

ワ イ ド �� ２，７７０円 �� ２４０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ５，７４０円 ３ 連 単 ��� ５７，９２０円

票 数

単勝票数 計 ６０７２２０ 的中 � ９６０９０（２番人気）
複勝票数 計 ８９３２４８ 的中 � １３１３４４（２番人気）� １６９５３（１０番人気）� ３０６２２３（１番人気）
枠連票数 計 ５６７４４０ 的中 （１－５） ４４８９（２４番人気）
馬連票数 計２６４４７６３ 的中 �� １８８３４（２７番人気）
馬単票数 計１６７５２９７ 的中 �� ６３２５（４７番人気）
ワイド票数 計 ８１７６００ 的中 �� ６３１８（３０番人気）�� １０６９３８（１番人気）�� １３４４７（１４番人気）
３連複票数 計３１３５６２７ 的中 ��� ４０３４２（１８番人気）
３連単票数 計７１８３０４０ 的中 ��� ９１５４（１６６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１２．５―１３．２―１２．４―１２．２―１２．４―１２．０―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３６．９―５０．１―１：０２．５―１：１４．７―１：２７．１―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．９
１
３
９（６，１２）３－（２，１４）１１，４，７，５（１，１０）（８，１５）１３
９（３，６，１２）（２，１４）（４，５，７）（１，１１，１０）１５－８－１３

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

勝馬の
紹 介

プレシャスジェムズ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．６．２０ 札幌６着

２００７．４．２７生 牝４黒鹿 母 プレシャスキャット 母母 Nurse Lulu ２７戦５勝 賞金 ９４，４４９，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔その他〕 ベルモントガリバー号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。

２７０６０ ９月２４日 晴 良 （２３中山４）第５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

５１０ トウカイチャーム 牡３栗 ５５ 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム ４８６＋ ８１：１１．６ ４．７�

６１１ コスモイルダーナ 牡４青鹿５７ 中谷 雄太岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 ４７６＋ ４１：１１．７� １１．５�
３５ スマイルバラッド 牡４栗 ５７

５４ ▲平野 優��昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４７８＋ ４１：１１．８� ３４．９�
３６ デイブレイク 牡３鹿 ５５ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４８６＋ ６１：１２．２２� １６．８�
７１４ フィンデルムンド 牡３鹿 ５５ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ４ 〃 クビ ３．１�
１２ � ハイエストクライム 牡４鹿 ５７ 横山 典弘前田 葉子氏 萩原 清 米 Summer

Wind Farm ５０６－ ４１：１２．３クビ ４．７�
８１５� アポロノサムライ 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs.

John Kerber B５１０＋ ４ 〃 ハナ １２．７	
４８ � アポロスカイナイト 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米

Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

４５８＋ ４１：１２．５１	 ５．６

１１ 
 ヴ ィ オ ニ エ 牡４黒鹿５７ 中舘 英二本田 恒雄氏 南田美知雄 新ひだか 山野牧場 ４４８＋ １１：１２．７１ １１２．１�
２３ � マルターズブレーヴ �５鹿 ５７ 小林 淳一藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Lisa Jones &

Jerard Jones ４６４－ ８１：１３．０１� １０９．５�
８１６ コウヨウメビウス 牝３鹿 ５３ 大野 拓弥寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４６０－１１１：１３．１� ８７．３
６１２
 コスモハイスペック 牝５栗 ５５ 嘉藤 貴行湯澤 寛氏 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム ４８２－１４１：１３．３１� ９９．５�
７１３
 ウィッシュボーン 牡４鹿 ５７ 武士沢友治加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４５２＋ ２１：１３．４� ３２１．０�
４７ レークサイドカフェ 牝４青鹿５５ 石橋 脩山田 和正氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ４６８＋ ８１：１４．０３� ３９．６�
２４ 
 ホッコーファルコン 牡４鹿 ５７

５４ ▲高嶋 活士矢部 幸一氏 河野 通文 新ひだか 桜井牧場 ４８０－１０１：１４．６３� ３７８．０�
５９ シロイキセキ 牡４芦 ５７ 伊藤 直人今 秀幸氏 水野 貴広 新ひだか 萩澤 泰博 ４８４－１２１：１５．０２� １２１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，４７０，８００円 複勝： ５４，６１８，５００円 枠連： ３２，８７８，６００円

馬連： １３０，１２８，７００円 馬単： ７５，０８７，７００円 ワイド： ４８，２４５，０００円

３連複： １５５，５５６，９００円 ３連単： ３１１，３７４，２００円 計： ８４７，３６０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２００円 � ２７０円 � ７１０円 枠 連（５－６） ２，７７０円

馬 連 �� ２，９９０円 馬 単 �� ５，０６０円

ワ イ ド �� １，０９０円 �� ３，０９０円 �� ４，１６０円

３ 連 複 ��� ２６，３００円 ３ 連 単 ��� １２１，２００円

票 数

単勝票数 計 ３９４７０８ 的中 � ６６９２７（３番人気）
複勝票数 計 ５４６１８５ 的中 � ８３８１０（２番人気）� ５３９８６（５番人気）� １６６８６（８番人気）
枠連票数 計 ３２８７８６ 的中 （５－６） ８７７５（１３番人気）
馬連票数 計１３０１２８７ 的中 �� ３２１８１（１３番人気）
馬単票数 計 ７５０８７７ 的中 �� １０９６４（２１番人気）
ワイド票数 計 ４８２４５０ 的中 �� １１２８５（１２番人気）�� ３７９９（２５番人気）�� ２８０３（３４番人気）
３連複票数 計１５５５５６９ 的中 ��� ４３６６（６４番人気）
３連単票数 計３１１３７４２ 的中 ��� １８９６（３１５番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１１．５―１２．０―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．０―３４．５―４６．５―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイチャーム �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 スピニングワールド デビュー ２０１０．１０．２３ 東京３着

２００８．４．２７生 牡３栗 母 トウカイポピー 母母 トウカイシャネル １０戦２勝 賞金 １９，８００，０００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 サクラエスケープ号・ジュンノアスカ号・トゥルートゥルー号・レオアドミラル号・レップウ号



（２３中山４）第５日 ９月２４日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １６８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

１８７，４００，０００円
６，２４０，０００円
１３，０６０，０００円
１，３３０，０００円
１７，１００，０００円
５２，３６４，５００円
５，０４２，８００円
１，６６３，２００円

勝馬投票券売得金
３１３，５４６，８００円
４７４，１５１，３００円
２１６，３３８，４００円
１，００５，１９５，０００円
６６４，９８８，３００円
３５５，９８２，５００円
１，１６７，５１０，０００円
２，４７２，４６０，３００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 ６，６７０，１７２，６００円

総入場人員 ２１，６９７名 （有料入場人員 １９，４５７名）


