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２５０１３ ９月９日 晴 良 （２４中山４）第２日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時１５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

７１１ モンマックス 牡２鹿 ５４ 岩部 純二�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム ４９８＋ ６１：０８．７ １．７�

８１４ マプティット 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム ４２０－ ４１：０８．９１� ９．１�
５８ コスモサウタール 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 むかわ 貞広 賢治 ４４８＋ ４ 〃 クビ １４．８�
５７ ダイキチサブロウ 牡２栗 ５４ 西田雄一郎西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 ４６２－ ６１：０９．０� １０９．８�
４６ ヒアルロンサン 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 ４３４＋ ８１：０９．３１� ３７．１�
２２ アルマダクロス 牡２栗 ５４ 北村 宏司栗坂 崇氏 伊藤 伸一 浦河 中神牧場 ４４８＋ ６ 〃 クビ ２１．６�
７１２ ドリームサンサン 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 ４５４＋ ２１：０９．５１ ６．４	
８１３ アンジェラスベル 牝２鹿 ５４ 江田 照男田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 ４５０－１４１：０９．７１� ２９．６

３４ シェアードワールド 牡２黒鹿５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４２２－ ２１：１０．２３ ６．６�
４５ ケイツーネイト 牝２芦 ５４ 武士沢友治楠本 勝美氏 菅原 泰夫 日高 川島 良一 ３８２－ ６ 〃 アタマ １２６．６�
１１ ハイランドコンドル 牝２黒鹿５４ 二本柳 壮小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４１６± ０１：１２．７３＋大差 ２５７．８
６９ ミラクルインパラ 牝２黒鹿５４ 田中 博康阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 ３９４＋ ４１：１５．２大差 ４１２．４�
３３ ア ト キ リ ナ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４３４± ０ （競走中止） ３７．５�
６１０ グロスヴァーグ 牡２鹿 ５４ 宮崎 北斗岡田 壮史氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド ４５２＋ ６ （失格） １９６．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，８１９，９００円 複勝： ４３，０１８，１００円 枠連： １８，１６６，９００円

馬連： ４９，８７３，６００円 馬単： ４２，７６３，４００円 ワイド： ２３，７４７，７００円

３連複： ６８，２１５，３００円 ３連単： １３２，７４９，３００円 計： ４００，３５４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ２４０円 枠 連（７－８） ３００円

馬 連 �� ６００円 馬 単 �� ８００円

ワ イ ド �� ３００円 �� ４６０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� ２，７２０円 ３ 連 単 ��� ７，３００円

票 数

単勝票数 計 ２１８１９９ 的中 � １０６０５８（１番人気）
複勝票数 計 ４３０１８１ 的中 � ２１３０８３（１番人気）� ３８１３７（４番人気）� ２７６２８（５番人気）
枠連票数 計 １８１６６９ 的中 （７－８） ４４８１７（１番人気）
馬連票数 計 ４９８７３６ 的中 �� ６２３２２（２番人気）
馬単票数 計 ４２７６３４ 的中 �� ３９５５５（２番人気）
ワイド票数 計 ２３７４７７ 的中 �� ２２２３６（２番人気）�� １２６９２（４番人気）�� ４３００（１５番人気）
３連複票数 計 ６８２１５３ 的中 ��� １８５６６（８番人気）
３連単票数 計１３２７４９３ 的中 ��� １３４３７（１４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．０―１１．２―１１．８―１２．０

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３５．０
３ ・（６，１１）－（８，１０，１２）－（７，１３）－（３，１４）－５，４，２－１＝９ ４ ・（６，１１）－（８，１２）（７，１０，１３）（３，１４）－（４，５）２＝１＝９

勝馬の
紹 介

モンマックス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１２．６．１７ 函館２着

２０１０．４．１５生 牡２鹿 母 トニーズメモリイ 母母 ピーチブルーム ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔競走中止〕 アトキリナ号は，４コーナーで他の馬および内柵に触れ，転倒したため競走中止。
〔失格〕 グロスヴァーグ号は，１１位〔タイム１分１０秒７，着差３馬身〕に入線したが，４コーナーで急に内側に斜行して「アトキリナ」号の走

行を妨害したため失格。（その他１４番・２番・４番・５番への進路影響）
〔制裁〕 コスモサウタール号の騎手柴田大知は，３コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（７番・３番への進路影響）

グロスヴァーグ号の騎手宮崎北斗は，４コーナーで急に内側に斜行したことについて平成２４年９月１５日から平成２４年９月
２２日まで騎乗停止。

〔その他〕 ハイランドコンドル号・ミラクルインパラ号は，４コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の
適用を除外。

２５０１４ ９月９日 晴 良 （２４中山４）第２日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時４５分 （芝・右）

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

中央レコード

１：４６．４
１：４６．４

良

良

４４ クレバーユニバース 牡２黒鹿５４ 内田 博幸田� 正明氏 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 ４５０± ０１：５１．４ ２．３�

８１０ セビジャーナス 牝２黒鹿５４ 田中 博康加藤 厚子氏 浅野洋一郎 日高 広富牧場 ４１８－１６１：５１．７２ ９．４�
８９ ドラゴンウォー 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８４－ ２１：５１．８クビ ２．４�
５５ マイネルクレイズ 牡２黒鹿５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム ４６０＋ ２１：５１．９� １２．２�
６６ キョウエイカミング 牝２黒鹿５４ 木幡 初広田中 晴夫氏 武藤 善則 浦河 福岡 光夫 ４４０± ０ 〃 ハナ ４８．３�
２２ トーセンワイルド 牡２青 ５４ 武士沢友治島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム ４７６＋ ６ 〃 ハナ ２４．９

１１ ゴールドウインド 牡２青鹿５４ 北村 宏司居城 要氏 坂本 勝美 新冠 北勝ファーム ４７８＋１０１：５２．０� ２１．２�
７７ ヤ マ ノ ド ン 牡２栗 ５４ 吉田 隼人澤村 敏雄氏 阿部 新生 浦河 北俣ファーム ４６２－ ２１：５２．２１� ９４．１�
３３ ウインバーディ 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥�ウイン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ４８８＋１２１：５２．３� １４．６
７８ パンドラローズ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 武市 康男 えりも 上島牧場 ４５０－ ８１：５３．６８ ３５．６�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １７，０８１，４００円 複勝： ２３，７６９，８００円 枠連： １３，２９３，６００円

馬連： ４４，９３３，５００円 馬単： ３９，１３６，１００円 ワイド： ２０，３２５，０００円

３連複： ５７，１６５，０００円 ３連単： １３８，６９３，７００円 計： ３５４，３９８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � １１０円 枠 連（４－８） １８０円

馬 連 �� １，１９０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� １３０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ５４０円 ３ 連 単 ��� ３，５３０円

票 数

単勝票数 計 １７０８１４ 的中 � ６００５４（１番人気）
複勝票数 計 ２３７６９８ 的中 � ６８４４７（２番人気）� ２０５７６（３番人気）� ７４１３２（１番人気）
枠連票数 計 １３２９３６ 的中 （４－８） ５６８６５（１番人気）
馬連票数 計 ４４９３３５ 的中 �� ２７８７０（３番人気）
馬単票数 計 ３９１３６１ 的中 �� １８３２２（４番人気）
ワイド票数 計 ２０３２５０ 的中 �� １１９９０（３番人気）�� ５４１４９（１番人気）�� １３９５７（２番人気）
３連複票数 計 ５７１６５０ 的中 ��� ７８２２３（１番人気）
３連単票数 計１３８６９３７ 的中 ��� ２８９９８（９番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．７―１３．１―１３．４―１２．７―１２．３―１１．７―１１．５―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．５―３８．６―５２．０―１：０４．７―１：１７．０―１：２８．７―１：４０．２

コーナー
通過順位

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

クレバーユニバース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１２．６．２３ 福島４着

２０１０．３．２１生 牡２黒鹿 母 メルヴェイユーズ 母母 ノースフライト ３戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時５０分に変更。

第４回 中山競馬 第２日



２５０１５ ９月９日 晴 良 （２４中山４）第２日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時１５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，０００，０００円 １，６００，０００円 １，０００，０００円 ６００，０００円 ４００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３５ ウエスタンスマイル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣西川 賢氏 松山 康久 新ひだか ウエスタンファーム ５３８＋ ２１：１２．９ ３．６�

６１１ ワイルドアプローズ 牡３青鹿５６ 蛯名 正義 �キャロットファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４９０＋ ３１：１３．０� ６．７�
７１４ アルティメイトラブ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６２＋１０１：１３．１� ２．６�
４８ グレイスフラワー 牝３青鹿５４ 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４７４－ ４ 〃 クビ ８１．５�
５１０ ギフテッドスマイル 牡３青鹿５６ 西田雄一郎森 保彦氏 田中 剛 青森 マルシチ牧場 ４６２＋ ８１：１３．６３ ２４．０�
６１２ ヴィルトゥオーサ 牝３栗 ５４ 田中 勝春 �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ８１：１３．７� ３３．６�
７１３ ファーストウインク 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗根本 薫氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４６２＋ ２１：１３．８クビ ２８７．０	
３６ ロータスドリーム 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 ５２０＋１２１：１３．９� １６．７

４７ デジタルデータ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９２－ ４１：１４．０� ７．０�
５９ ヤマニンロゴス 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ５００± ０１：１４．１� ８４．７�
２３ アブサンラバー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４９２－ ８１：１４．３� ２０．０
２４ ハッピーサイゴン 牝３青鹿５４ 横山 典弘堀 祥子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４４６－ ２１：１４．７２� ４５．２�
８１５ サファリトウショウ 牝３青鹿５４ 武士沢友治トウショウ産業� 尾関 知人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ３９６－１８ 〃 クビ ３９．９�
１２ トニーズホーク 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 浦河 久保 昇 ４３８＋ ４１：１４．８クビ ２０２．５�
１１ クリノショータイム 牡３栗 ５６ 江田 照男栗本 博晴氏 本間 忍 日高 川島 良一 ４５２＋ ４１：１４．９� ４８．０�
８１６ レッドマリー 牝３栗 ５４

５１ ▲長岡 禎仁元岡 治貴氏 小島 茂之 新ひだか 上村 清志 B４５４＋１０１：１５．４３ ６４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，３９９，１００円 複勝： ３６，９１８，１００円 枠連： １７，２１６，７００円

馬連： ５６，８８７，７００円 馬単： ４１，５４７，０００円 ワイド： ２６，４１４，２００円

３連複： ７９，７９７，６００円 ３連単： １２７，９８７，０００円 計： ４０９，１６７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � １１０円 枠 連（３－６） １，０００円

馬 連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，６３０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� ２１０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，０３０円 ３ 連 単 ��� ７，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２２３９９１ 的中 � ４９４８８（２番人気）
複勝票数 計 ３６９１８１ 的中 � ７７１５７（２番人気）� ３６１１４（４番人気）� １２００６５（１番人気）
枠連票数 計 １７２１６７ 的中 （３－６） １２８０７（４番人気）
馬連票数 計 ５６８８７７ 的中 �� ２９６８５（５番人気）
馬単票数 計 ４１５４７０ 的中 �� １１６８５（８番人気）
ワイド票数 計 ２６４１４２ 的中 �� １２５１２（５番人気）�� ３７８３５（１番人気）�� １５６５３（３番人気）
３連複票数 計 ７９７９７６ 的中 ��� ５７５７５（２番人気）
３連単票数 計１２７９８７０ 的中 ��� １２５６４（９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．７―１２．４―１２．５―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．５―４６．９―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンスマイル �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１２．２．１１ 東京７着

２００９．４．５生 牡３鹿 母 ウエスタンスクープ 母母 イ ン パ ク ト ９戦１勝 賞金 ７，２７０，０００円

２５０１６ ９月９日 晴 良 （２４中山４）第２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 ４，０００，０００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

１：５８．２
１：５６．１

良

良

６１２ ダンシングハバナ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ４２：００．０ ５．３�

８１６ プルミエデマンシュ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４８２－ ８２：００．２１� ２．６�
４８ � サトノエンデバー 牡３黒鹿５４ 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 豪

Roncon, Cobra Blood-
stock Australia Pty Ltd,
Austramore Pty Ltd

４６８－ ２２：００．４１� １４．５�
３６ マイネルバルドル 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム ５０４－ ４ 〃 ハナ １１．２�
４７ カフェディーン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４８２＋１４ 〃 アタマ ４１．５�
７１４ ローズフラッシュ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 ４８４＋ ２ 〃 クビ ２２．４�
３５ エムエムロゼオ 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次加藤 雅一氏 小西 一男 新ひだか 西村 和夫 ４３６－１０２：００．５� ５４．９	
２４ テナシティー 	３黒鹿５６ 中舘 英二 
サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ４２：００．６� ４．３�
８１７ サンマルダーム 牝３栗 ５４ 大野 拓弥相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 ４２４＋ ４ 〃 ハナ ４４．９�
５１０ ユーアーマイン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成吉田 和子氏 萩原 清 新ひだか 前川 正美 ４５８＋ ６２：００．７� １７．９
１２ ロジフローリアン 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎久米田正明氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム ４６２－ ２ 〃 ハナ ２８．３�
２３ � アントゥワード 牝３栗 ５４ 石橋 脩
大樹ファーム 古賀 慎明 愛 Strategy

Bloodstock ４００－２２２：００．９１� ３５４．３�
５９ ボールドドリーム 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 ４８８－ ２ 〃 クビ ５０．５�
６１１ バックギャモン 	３黒鹿５６ 蛯名 正義吉田 和美氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４４２± ０２：０１．２１
 ７１．７�
８１５ リムピッドメロディ 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生 �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 ４４０＋ ４２：０１．４１� ２８．７�

７１３ サクラウィンビート 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人�さくらコマース牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ５１２－ ４２：０１．９３ ２３９．６�
１１ カーペウィアム 	３鹿 ５６ 江田 照男田上 雅春氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B４５４± ０２：０２．０
 １９１．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２５，５３５，２００円 複勝： ４４，２７８，１００円 枠連： ２０，３０２，３００円

馬連： ７０，８７１，９００円 馬単： ４９，２２７，４００円 ワイド： ３２，５９０，７００円

３連複： ９４，０７７，９００円 ３連単： １５８，３２０，８００円 計： ４９５，２０４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １８０円 � １５０円 � ３２０円 枠 連（６－８） ５５０円

馬 連 �� ６９０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ９２０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ２，４３０円 ３ 連 単 ��� １１，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２５５３５２ 的中 � ３８６９３（３番人気）
複勝票数 計 ４４２７８１ 的中 � ６５６０５（３番人気）� １０２４３９（１番人気）� ２７８３５（５番人気）
枠連票数 計 ２０３０２３ 的中 （６－８） ２７６２６（２番人気）
馬連票数 計 ７０８７１９ 的中 �� ７６１６７（２番人気）
馬単票数 計 ４９２２７４ 的中 �� ２２５６２（４番人気）
ワイド票数 計 ３２５９０７ 的中 �� ２８４６５（２番人気）�� ８０８５（１１番人気）�� １１４３８（６番人気）
３連複票数 計 ９４０７７９ 的中 ��� ２８６８４（５番人気）
３連単票数 計１５８３２０８ 的中 ��� １０１３９（２０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１２．６―１２．０―１１．８―１２．１―１２．５―１２．０―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．２―３５．８―４７．８―５９．６―１：１１．７―１：２４．２―１：３６．２―１：４８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．８
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ダンシングハバナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１２．３．１７ 中山２着

２００９．８．１５生 牡３鹿 母 レイナデラダンサ 母母 Dance for Lucy ６戦１勝 賞金 ９，６９０，０００円
〔騎手変更〕 エムエムロゼオ号の騎手田辺裕信は，第１競走での落馬による検査のため嶋田純次に変更。
〔発走状況〕 サクラウィンビート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



２５０１７ ９月９日 晴 良 （２４中山４）第２日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時３５分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：３３．４
１：３３．１

良

良

１１ スマートルピナス 牝２鹿 ５４ 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４３８ ―１：３７．２ １２．６�

６８ サクラプリムローズ 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝�さくらコマース牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ４４２ ― 〃 クビ ２．８�
４５ レッドヴィーヴォ 牡２黒鹿５４ 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３８ ― 〃 アタマ ６．６�
５７ アルヴェロン 牡２黒鹿５４ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９２ ―１：３７．４１ ２．７�
４４ エメラルドリバー 牝２黒鹿５４ 内田 博幸 �グリーンファーム 和田正一郎 千歳 社台ファーム ４２０ ―１：３７．６１� ３０．７�
８１２ フィールザロマンス 牝２黒鹿５４ 松岡 正海加藤 信之氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 ４５８ ― 〃 ハナ ７．４	
６９ ティアサンシャイン 牝２青鹿５４ 江田 照男岩崎 銀一氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８４ ―１：３７．９２ ５３．９

８１３ スイートサンバ 牝２栗 ５４ 柴田 善臣シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 ４２０ ―１：３８．０� １２９．３�
７１１ ビートザシステム 牡２栗 ５４ 丸山 元気長谷川兼美氏 加藤 和宏 新冠 佐藤 静子 ４６２ ―１：３８．２１� １３３．２�
５６ トーセンメンソーレ 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥島川 哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４５２ ―１：３９．０５ １０９．８�
２２ ミラクルヒーロー 牡２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次保谷フミ子氏 小野 次郎 新冠 守矢牧場 ４８０ ―１：３９．１� ５７．３�
７１０ サンマルスピリット 牡２鹿 ５４ 田中 勝春相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 ４６８ ―１：３９．４２ ６０．３�
３３ � クレバースランチェ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人田� 正明氏 矢野 英一 愛 Brighton

Farm Ltd ４３４ ―１：３９．７１	 １７．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２３，３９６，８００円 複勝： ３４，５３１，３００円 枠連： １４，０４０，６００円

馬連： ５５，２６２，９００円 馬単： ４１，４８７，８００円 ワイド： ２２，８９３，１００円

３連複： ６６，６４３，１００円 ３連単： １３４，４０１，３００円 計： ３９２，６５６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２６０円 複 勝 � ３００円 � １４０円 � ２３０円 枠 連（１－６） ２，０５０円

馬 連 �� １，８４０円 馬 単 �� ４，２９０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� １，０６０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ３，４５０円 ３ 連 単 ��� ２４，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２３３９６８ 的中 � １４６９４（５番人気）
複勝票数 計 ３４５３１３ 的中 � ２４６３５（５番人気）� ９０７９０（２番人気）� ３４８５８（４番人気）
枠連票数 計 １４０４０６ 的中 （１－６） ５０７１（８番人気）
馬連票数 計 ５５２６２９ 的中 �� ２２２２７（７番人気）
馬単票数 計 ４１４８７８ 的中 �� ７１４３（１７番人気）
ワイド票数 計 ２２８９３１ 的中 �� ８４５７（７番人気）�� ５０６７（１２番人気）�� １３４３５（５番人気）
３連複票数 計 ６６６４３１ 的中 ��� １４２９４（９番人気）
３連単票数 計１３４４０１３ 的中 ��� ４０３０（７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２５．２―３７．９―５０．３―１：０２．８―１：１４．８―１：２６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．４

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

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

スマートルピナス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Law Society 初出走

２０１０．５．５生 牝２鹿 母 シクレノンソシエテ 母母 Tojin Homare １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 エメラルドリバー号の騎手田辺裕信は，第１競走での落馬による検査のため内田博幸に変更。
〔制裁〕 フィールザロマンス号の騎手松岡正海は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（７番・６番への進路影響）

スマートルピナス号の騎手武士沢友治は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（４番への進路影
響）

２５０１８ ９月９日 晴 良 （２４中山４）第２日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１３時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

１：５２．７
１：５２．０

良

不良

４５ ポルスターシャイン 牡２鹿 ５４ 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 ４７８ ―１：５８．１ ４４．７�

７１０ ベリートゥベリー 牡２鹿 ５４ 丸田 恭介北所 直人氏 鈴木 伸尋 様似 �村 伸一 ４５６ ―１：５８．２� ５．４�
６９ � バルバドスブルー 牡２鹿 ５４ 内田 博幸 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Dell Ridge

Farm, LLC ４９０ ―１：５９．５８ ２．６�
８１２ メインターゲット 牡２栗 ５４ 田中 博康 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４４４ ―１：５９．７� ５１．２�
８１３ ダイワブレイディ 牡２芦 ５４ 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ５０４ ―２：００．１２� ４．７�
６８ サンダーオーシャン 牡２鹿 ５４ 松岡 正海千明牧場 松山 康久 日高 千明牧場 ５０６ ―２：００．３１� ６．５	
５７ ケイアイキャンサー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 �啓愛義肢材料販売所 伊藤 圭三 新ひだか 松田牧場 ５１６ ―２：００．６２ ８．１

５６ フットパース 牡２栗 ５４ 津村 明秀石瀬 浩三氏 小野 次郎 日高 鹿戸 武光 ４６４ ―２：０１．７７ ７８．１�
３３ ショウブスター 牝２鹿 ５４ 江田 照男長塩 豊氏 菅原 泰夫 青森 一山育成牧場 ４６０ ―２：０１．８� １５．０�
４４ ス ペ リ オ ル 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 ４７２ ―２：０２．４３� ２３．５
１１ マイネルガーラ 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新ひだか 井高牧場 ４７２ ―２：０２．７１� ６５．７�
２２ マイネルピルグリム 牡２青鹿５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム ４６４ ―２：０３．１２� ６８．６�
７１１ キャニオンティアモ 牡２栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人�谷川牧場 栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ４７０ ―２：０５．９大差 １２７．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，９０３，２００円 複勝： ３５，０７７，６００円 枠連： １６，５６１，８００円

馬連： ５４，７３０，４００円 馬単： ４１，０８８，６００円 ワイド： ２３，５１５，７００円

３連複： ６５，９３６，９００円 ３連単： １２１，２６０，７００円 計： ３８０，０７４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，４７０円 複 勝 � ９３０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（４－７） ４，７００円

馬 連 �� １６，７９０円 馬 単 �� ３６，２８０円

ワ イ ド �� ３，４９０円 �� ２，５４０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １３，４７０円 ３ 連 単 ��� １７９，７００円

票 数

単勝票数 計 ２１９０３２ 的中 � ３８６９（８番人気）
複勝票数 計 ３５０７７６ 的中 � ６１５５（９番人気）� ４６３９２（３番人気）� １０９１２４（１番人気）
枠連票数 計 １６５６１８ 的中 （４－７） ２６０５（１５番人気）
馬連票数 計 ５４７３０４ 的中 �� ２４０７（３３番人気）
馬単票数 計 ４１０８８６ 的中 �� ８３６（６５番人気）
ワイド票数 計 ２３５１５７ 的中 �� １５５３（３０番人気）�� ２１５４（２３番人気）�� １６０７２（４番人気）
３連複票数 計 ６５９３６９ 的中 ��� ３６１５（３９番人気）
３連単票数 計１２１２６０７ 的中 ��� ４９８（３６４番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．８―１３．９―１４．４―１３．１―１２．７―１３．０―１３．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．９―３８．８―５３．２―１：０６．３―１：１９．０―１：３２．０―１：４５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３９．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ポルスターシャイン �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 コマンダーインチーフ 初出走

２０１０．４．１１生 牡２鹿 母 ヤサカシーズン 母母 ビーマイコンキスタドール １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャニオンティアモ号は，平成２４年１０月９日まで平地競走に出走できない。



２５０１９ ９月９日 晴 良 （２４中山４）第２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 ７，２００，０００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

２３ オメガフレグランス 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義原 �子氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：５３．９ １．６�

５８ ケイジーシオン 牝４黒鹿５５ 石橋 脩鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 浦河 梅田牧場 ４８２＋ ２１：５４．２２ ５．６�
１１ オチャノコサイサイ 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 平取 稲原 肇 ４５８－ ２１：５５．４７ ２９．８�
３５ オペラフォンテン 牝４栗 ５５ 丸山 元気吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 B４８０＋１４１：５５．５クビ １７．２�
５９ ファーマジェンヌ 牝３黒鹿５２ 江田 照男中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 ４８２－１０ 〃 クビ １３．１�
２２ アルディートプリエ 牝３黒鹿５２ 大野 拓弥吉岡 泰治氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム ５０６－１６１：５５．９２� ７７．６�
６１０ リアルファッション 牝３芦 ５２ 柴田 善臣有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２１：５６．２１� １８．１	
８１４ サントワマミー 牝５栗 ５５ 丸田 恭介青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４６０－１８１：５６．３� ７７．５

４６ ピュアダイヤモンド 牝３青鹿５２ 田中 博康 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４４８－１２１：５６．４クビ １３７．０�
６１１ メジロコウミョウ 牝４青鹿５５ 黛 弘人岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４８０＋ ４１：５７．０３� １８９．１�
４７ 	 ヌ チ バ ナ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司吉田 正志氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム ４７２＋ ８１：５７．１クビ ８３．１
７１３ ラ ヴ ェ ン ナ 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲西村 太一�ターフ・スポート伊藤 圭三 浦河 大北牧場 ４７６＋ ２１：５７．３１
 ７．０�
３４ アイドルバイオ 牝４青 ５５

５２ ▲杉原 誠人バイオ� 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ６１：５７．８３ １７８．９�
７１２ マ ン マ ル コ 牝４栗 ５５ 西田雄一郎清水 裕氏 佐藤 全弘 新ひだか 本桐牧場 ４７４＋２０１：５８．５４ ４０７．９�
８１５	 ホワイトジュエル 牝５芦 ５５ 後藤 浩輝 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４５２＋ ４１：５８．６� ３５．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，６８８，９００円 複勝： ６３，４７５，９００円 枠連： ２１，６２６，２００円

馬連： ７３，３７８，５００円 馬単： ６０，４２５，６００円 ワイド： ３２，５２７，１００円

３連複： ９４，２４０，３００円 ３連単： ２０２，４６１，０００円 計： ５７５，８２３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ４１０円 枠 連（２－５） ２８０円

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ６８０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ２，４９０円 ３ 連 単 ��� ６，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２７６８８９ 的中 � １３８７９５（１番人気）
複勝票数 計 ６３４７５９ 的中 � ３３０９５１（１番人気）� ８５５０９（２番人気）� １８１８８（７番人気）
枠連票数 計 ２１６２６２ 的中 （２－５） ５８３４７（１番人気）
馬連票数 計 ７３３７８５ 的中 �� １３６１０１（１番人気）
馬単票数 計 ６０４２５６ 的中 �� ８０１１０（１番人気）
ワイド票数 計 ３２５２７１ 的中 �� ４９８０２（１番人気）�� １０６７５（９番人気）�� ４３０３（１９番人気）
３連複票数 計 ９４２４０３ 的中 ��� ２８０３７（９番人気）
３連単票数 計２０２４６１０ 的中 ��� ２２９２３（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３７．３―５０．６―１：０３．３―１：１５．９―１：２８．７―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３８．０
１
３
１３，８（２，１４）（５，１０，１５）３（１，６）（９，７，１１）１２＝４・（１３，８）３，２（５，１４，１０，１５，６）（９，７）（１，１２，１１）－４

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

勝馬の
紹 介

オメガフレグランス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００９．１２．１２ 中山２着

２００７．５．２２生 牝５鹿 母 ビューティーメイク 母母 セイリングビユーテイ １６戦３勝 賞金 ３９，５６０，０００円

２５０２０ ９月９日 晴 良 （２４中山４）第２日 第８競走 ��２，０００�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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．２
１：５６．１

良

良

７１１ セイクリッドロード 牡３鹿 ５４ 内田 博幸吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ５００＋ ４１：５９．０ ４．６�

４５ ブラインドサイド 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４ 〃 ハナ ２．０�
３３ マイネルテンクウ 牡３鹿 ５４ 柴田 大知 �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 ５０４－ ４１：５９．３２ ７．７�
８１２ アサクサマジック 牡３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人田原 慶子氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３０－ ６１：５９．４� ３．５�
５７ サンデースイセイ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム B４８８＋ ６１：５９．９３ ３１．６�
５６ ネームオブザゲーム 牡３黒鹿５４ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４８２－１０ 〃 クビ ３７．４�
７１０ ドリームモモタロウ 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮セゾンレースホース� 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４７６＋ ４ 〃 同着 ４６．５	
１１ � シンボリアミアン �５鹿 ５７ 大野 拓弥シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 ５１２＋ ２２：００．０� １６４．４

６９ � マ ー ニ ー 牝５鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ３９０－１０２：００．１� ４５４．５�
６８ アルコロッサ 牝３鹿 ５２ 伊藤 工真 �MSプランニング 松永 康利 新ひだか 畠山牧場 ４７０－ ６２：００．２クビ ２５５．０�
２２ シャイニーデザート 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５２４＋ ６２：００．４１� ４６．４
４４ シルバーヒリュウ 牝３鹿 ５２

４９ ▲山崎 亮誠小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４３４－ ６２：００．８２� ２５６．３�
８１３ テイエムサイエンス 牡３黒鹿５４ 横山 義行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４４－１０２：０１．７５ ３７８．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３１，０２６，５００円 複勝： ５３，００２，３００円 枠連： １９，６０２，６００円

馬連： ７８，９４１，９００円 馬単： ６６，４８３，８００円 ワイド： ３０，３０３，０００円

３連複： ９３，７１７，３００円 ３連単： ２３５，０２２，８００円 計： ６０８，１００，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（４－７） ３８０円

馬 連 �� ３７０円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ４００円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ７９０円 ３ 連 単 ��� ４，０５０円

票 数

単勝票数 計 ３１０２６５ 的中 � ５３６６３（３番人気）
複勝票数 計 ５３００２３ 的中 � ８９１７６（３番人気）� ２３３９２８（１番人気）� ５５９５１（４番人気）
枠連票数 計 １９６０２６ 的中 （４－７） ３８２４３（２番人気）
馬連票数 計 ７８９４１９ 的中 �� １５９７５０（２番人気）
馬単票数 計 ６６４８３８ 的中 �� ４８３０１（４番人気）
ワイド票数 計 ３０３０３０ 的中 �� ６０７９２（１番人気）�� １５３０８（５番人気）�� ２６８８９（３番人気）
３連複票数 計 ９３７１７３ 的中 ��� ８７５８２（３番人気）
３連単票数 計２３５０２２８ 的中 ��� ４２８３７（１１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．５―１１．７―１２．１―１２．８―１２．４―１２．１―１１．５―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２２．９―３４．６―４６．７―５９．５―１：１１．９―１：２４．０―１：３５．５―１：４７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．０
１
３
１２，４－３－５－（１０，１１）－１－８，１３，９－７，６，２
１２，３（４，５）１１，１０，１（８，１３，２）（９，７）－６

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

勝馬の
紹 介

セイクリッドロード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．１０．２２ 東京１４着

２００９．５．１生 牡３鹿 母 ホーリーブラウン 母母 アニーブラウン １０戦２勝 賞金 ２３，６３４，０００円



２５０２１ ９月９日 晴 良 （２４中山４）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

のこぎりやま

鋸 山 特 別
発走１４時３５分 （ダート・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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１３ ニシノオウガイ 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４９０＋ ４１：５３．８ １３．６�

２３ ドラゴンアルテマ 牡５青 ５７ 北村 宏司窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８６－ ２１：５３．９� ４７．４�
１２ ホノカアボーイ 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４７０＋ ２１：５４．０� ３．８�
４７ トミケンユークアイ 牡３黒鹿５４ 木幡 初広冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 ４８４－ ４１：５４．１� ２．５�
３５ フ ィ ア レ ス 牝３栗 ５２ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４３６＋ ２１：５４．２� ８．７�
６１１ ラヴィアンクレール 牡４黒鹿５７ 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４４８± ０１：５４．３クビ １２．５�
２４ ハリマノワタリドリ 牡６栗 ５７ 松岡 正海福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４７６－ ６１：５４．５� ２１．８	
１１ ジ ャ ン ナ 牡４鹿 ５７ 丸山 元気前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４－１４１：５４．８１� ８．０

３６ セトノシャンクス 牡４栗 ５７ 杉原 誠人難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４７８＋ ６ 〃 アタマ ３５１．４�
５１０ アイノグロー 牡５黒鹿５７ 柴山 雄一礒川 正明氏 松永 康利 日高 日西牧場 B４９８－ ８１：５４．９� ３２２．８�
６１２	 モエレエンデバー 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４９０＋ ４ 〃 クビ ２５．３
７１４ ワイルドロジャー 牡３栗 ５４ 内田 博幸 Him Rock Racing 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B５０２－ ８１：５５．０� ３０．６�
５９ バ ル ー ン 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 ４９６＋ ４１：５５．３２ ３２．８�
８１５ ハリウッドスター 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ５２４＋ ２１：５５．４� ６２．１�
４８ ウ イ ン ク 牝７鹿 ５５ 江田 照男河� 五市氏 石毛 善彦 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４８０＋ ６１：５６．１４ １１４．１�
８１６	 セイカミカワ 牝５黒鹿５５ 田中 勝春久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４９８± ０１：５６．８４ ３１４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，１５５，５００円 複勝： ５４，８９２，０００円 枠連： ３５，１３５，５００円

馬連： １２０，９７２，９００円 馬単： ６９，３７８，７００円 ワイド： ４６，８４５，３００円

３連複： １５７，５４６，０００円 ３連単： ２７５，５９０，０００円 計： ７９４，５１５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３６０円 複 勝 � ３５０円 � ８７０円 � １５０円 枠 連（２－７） ３，８００円

馬 連 �� ２３，３００円 馬 単 �� ４３，８４０円

ワ イ ド �� ５，０３０円 �� ８７０円 �� １，８２０円

３ 連 複 ��� ２１，２７０円 ３ 連 単 ��� ２０９，２５０円

票 数

単勝票数 計 ３４１５５５ 的中 � １９９１３（６番人気）
複勝票数 計 ５４８９２０ 的中 � ３６８６２（６番人気）� １２６４５（１２番人気）� １３１８４９（１番人気）
枠連票数 計 ３５１３５５ 的中 （２－７） ６８２４（１６番人気）
馬連票数 計１２０９７２９ 的中 �� ３８３２（５２番人気）
馬単票数 計 ６９３７８７ 的中 �� １１６８（９４番人気）
ワイド票数 計 ４６８４５３ 的中 �� ２２１５（５４番人気）�� １３８４７（７番人気）�� ６３１２（２２番人気）
３連複票数 計１５７５４６０ 的中 ��� ５４６８（６９番人気）
３連単票数 計２７５５９００ 的中 ��� ９７２（５７１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１２．４―１２．９―１２．７―１２．６―１２．６―１３．０―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．６―４９．５―１：０２．２―１：１４．８―１：２７．４―１：４０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３９．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノオウガイ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１０．１１．２１ 東京２着

２００８．２．９生 牡４黒鹿 母 ニシノマイヒメ 母母 デユプリシト １６戦４勝 賞金 ４３，６９２，０００円

２５０２２ ９月９日 晴 良 （２４中山４）第２日 第１０競走 ��
��１，２００�セプテンバーステークス

発走１５時１０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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

５１０ ニシノステディー 牝４栗 ５５ 大野 拓弥西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４７６＋ ２１：０６．９レコード ７．３�

３６ ブルームーンピサ 牝５芦 ５５ 三浦 皇成市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B４７２－ ４１：０７．０� １２．３�
８１６ ボストンエンペラー 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６０＋ ２ 〃 アタマ ４．０�
６１１ ダンスファンタジア 牝４鹿 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７４－ ６ 〃 クビ ４．６�
２４ シルクウェッジ 牡５青鹿５７ 蛯名 正義有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム ４７８－ ２１：０７．１クビ ３．６�
２３ ターニングポイント �７青鹿５７ 柴田 大知山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 B４６６＋ ４１：０７．３１� ２３．８	
４８ ボーダレスワールド 牡７鹿 ５７ 田辺 裕信 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム ５２６－ ２１：０７．４� １０３．８

５９ ウインバンディエラ 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４６０－ ６１：０７．５	 ５８．２�
７１３ ム ク ド ク �６青鹿５７ 吉田 隼人平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－１２１：０７．７１
 １３．６�
１１ � トップオブピーコイ 牡６青鹿５７ 田中 勝春横瀬 寛子氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４７２－１０１：０７．８	 ５５．２
１２ シャドークロス 牡７栗 ５７ 丸田 恭介�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ４９２－ ４ 〃 アタマ ６７．５�
４７ � アスターエンペラー 牡６鹿 ５７ 内田 博幸加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B５０２－１０ 〃 アタマ １３．１�
８１５ トーホウカイザー 牡７黒鹿５７ 石橋 脩東豊物産� 高橋 裕 門別 長谷川 一男 ５０４＋１０１：０７．９� １０７．４�
７１４� アラマサローズ 牝６鹿 ５５ 松岡 正海�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４５８－ ６１：０８．１１� ５７．８�
３５ ナ ス ザ ン 牡７鹿 ５７ 横山 和生小山田 満氏 高木 登 浦河トラストスリーファーム ４９２－ ２１：０８．４２ １８５．１�
６１２ レイクエルフ 牡７黒鹿５７ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４４８± ０１：０８．６１� ３１６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，８５４，９００円 複勝： ５５，８２５，５００円 枠連： ３３，９２４，２００円

馬連： １５０，５１１，７００円 馬単： ８１，９５４，４００円 ワイド： ５１，４５３，３００円

３連複： １７９，３２４，７００円 ３連単： ３３２，５９８，１００円 計： ９２４，４４６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２４０円 � ３６０円 � １７０円 枠 連（３－５） ３，７５０円

馬 連 �� ４，２１０円 馬 単 �� ８，８５０円

ワ イ ド �� １，２７０円 �� ６２０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� ５，２６０円 ３ 連 単 ��� ４４，１１０円

票 数

単勝票数 計 ３８８５４９ 的中 � ４２３３６（４番人気）
複勝票数 計 ５５８２５５ 的中 � ５９３５７（４番人気）� ３５１３４（６番人気）� １０３７６５（２番人気）
枠連票数 計 ３３９２４２ 的中 （３－５） ６６８０（１８番人気）
馬連票数 計１５０５１１７ 的中 �� ２６４１１（１７番人気）
馬単票数 計 ８１９５４４ 的中 �� ６８３８（３３番人気）
ワイド票数 計 ５１４５３３ 的中 �� ９７５６（１８番人気）�� ２１５７８（５番人気）�� １２２６６（１２番人気）
３連複票数 計１７９３２４７ 的中 ��� ２５２０１（１６番人気）
３連単票数 計３３２５９８１ 的中 ��� ５５６５（１４２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．２―１０．７―１１．１―１１．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．３―３３．０―４４．１―５５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．６―３F３３．９
３ ４（５，１３）（６，７，１４）（８，１０）（３，９，１１，１２）１６－１，１５，２ ４ ４（６，５，１３）（７，１４）（８，１０）（３，９，１１）１６，１２，１（２，１５）

勝馬の
紹 介

ニシノステディー �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．７．１０ 福島６着

２００８．４．１８生 牝４栗 母 セイウンタカコ 母母 ヘイセイイブ ２０戦５勝 賞金 ７５，３６７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ラルティスタ号・リボンノキシ号

１レース目 ３レース目



２５０２３ ９月９日 晴 良 （２４中山４）第２日 第１１競走
サマーマイルシリーズ

��
��１，６００�第５７回京成杯オータムハンデキャップ（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
３歳以上，２３．９．１０以降２４．９．２まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

京成電鉄株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ５７４，０００円 １６４，０００円 ８２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．３

良

良

２３ レオアクティブ 牡３栗 ５４ 横山 典弘田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４５０＋ ２１：３０．７レコード ４．８�

１１ スマイルジャック 牡７黒鹿５７．５ 田辺 裕信齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４８８－１２１：３０．９１� １３．６�
６１１ ス ピ リ タ ス �７栗 ５５ 内田 博幸 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４４４－ ２１：３１．１１� ６．２�
１２ コスモセンサー 牡５栗 ５７．５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ５１０± ０１：３１．３１ ４．９�
３５ ファイアーフロート 牡６鹿 ５６ 津村 明秀臼田 浩義氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４８４－ ６１：３１．５１� ８１．２�
３６ ネオサクセス 牡５鹿 ５４ 大野 拓弥秋場 清�氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 B４６８＋ ２ 〃 クビ １６．１	
６１２ エーシンリターンズ 牝５栗 ５５ 北村 宏司
栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４６２－ ４１：３１．６� ４．７�
２４ レインボーペガサス 牡７鹿 ５７ 安藤 勝己吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４９８± ０ 〃 アタマ ３１．８�
７１３ ラインブラッド 牡６栗 ５４ 中舘 英二大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ５０４－ ２ 〃 ハナ １３４．８
８１５ ドリームバスケット 牡５栗 ５５ 柴田 善臣セゾンレースホース
 阿部 新生 日高 荒井ファーム ４６０－ ２１：３１．８１� １０．２�
８１６ ロードバリオス 牡７青 ５５ 三浦 皇成 
ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４４８＋ ２１：３２．０１� ２３７．２�
４８ キョウエイストーム 牡７芦 ５６ 蛯名 正義田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４４６＋ ６１：３２．２１� ２７．８�
４７ ゼ ロ ス 牡３鹿 ５３ 石橋 脩杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 ４９４＋ ２ 〃 クビ １４．７�
７１４ マイネルロブスト 牡３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 小泉牧場 ４８６＋ ４１：３２．５１	 １６．８�
５９ スペシャルハート 牡７栗 ５４ 吉田 隼人芹澤 精一氏 勢司 和浩 三石 片山 修 ４８８＋ ４１：３２．８２ ９４．８�
５１０ ガ ン ダ ー ラ 牡６栗 ５５ 田中 勝春林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８０＋ ８１：３３．１２ １３２．６�

（１６頭）

売 得 金
単勝： １２４，３８０，３００円 複勝： １８６，７４９，７００円 枠連： １３２，５８０，５００円 馬連： ５９７，０７３，０００円 馬単： ２９６，６３１，０００円

ワイド： １８３，６０７，１００円 ３連複： ８３３，３３９，７００円 ３連単： １，５５１，１４７，０００円 ５重勝： ８０８，１０２，０００円 計： ４，７１３，６１０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２００円 � ４１０円 � ２１０円 枠 連（１－２） ８９０円

馬 連 �� ４，９６０円 馬 単 �� ８，０６０円

ワ イ ド �� １，６８０円 �� ６５０円 �� １，７７０円

３ 連 複 ��� ９，８９０円 ３ 連 単 ��� ５９，４１０円

５ 重 勝
対象競走：中山９R／阪神１０R／中山１０R／阪神１１R／中山１１R

キャリーオーバー なし����� １１，４６８，８４０円

票 数

単勝票数 計１２４３８０３ 的中 � ２０８１７９（２番人気）
複勝票数 計１８６７４９７ 的中 � ２７５１９３（３番人気）� １０１７８５（７番人気）� ２４８６７２（４番人気）
枠連票数 計１３２５８０５ 的中 （１－２） １１０６７０（３番人気）
馬連票数 計５９７０７３０ 的中 �� ８８９８９（２２番人気）
馬単票数 計２９６６３１０ 的中 �� ２７１８２（３０番人気）
ワイド票数 計１８３６０７１ 的中 �� ２６２６６（２４番人気）�� ７３８２６（５番人気）�� ２４９１２（２８番人気）
３連複票数 計８３３３３９７ 的中 ��� ６２２１６（３７番人気）
３連単票数 計１５５１１４７０ 的中 ��� １９２７１（１９３番人気）
５重勝票数 計８０８１０２０ 的中 ����� ５２

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．１―３４．０―４５．１―５６．２―１：０７．４―１：１８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４５．６―３F３４．５

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

勝馬の
紹 介

レオアクティブ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 オペラハウス デビュー ２０１１．６．２５ 中山３着

２００９．２．２２生 牡３栗 母 レオソレイユ 母母 ホマレノプリンセス １２戦４勝 賞金 １４７，３００，０００円
〔制裁〕 ネオサクセス号の騎手大野拓弥は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１４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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ストロングガルーダ号・ダイシンプラン号

２５０２４ ９月９日 晴 良 （２４中山４）第２日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時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 ７，２００，０００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

６１１ フレンチミシル 牝４栗 ５５
５２ ▲杉原 誠人�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４７６＋ ８１：１２．３ １４．７�

３６ コスモイルダーナ 牡５青鹿５７ 柴田 大知岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 ４８２± ０１：１２．５� １１．３�
８１５ フォルテリコルド 牡３鹿 ５５ 武士沢友治 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６－ ４ 〃 アタマ ７．７�
３５ タンブルブルータス 牡３鹿 ５５ 三浦 皇成ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 �渡 信義 ４８４＋ ４ 〃 アタマ ５．０�
６１２ メイスンファースト 牡７鹿 ５７

５４ ▲長岡 禎仁梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 B４８８＋ ４１：１２．７１� ２７．８	
１２ ヘンリーフォンテン 牡３鹿 ５５ 江田 照男吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 ４７２－ ２１：１２．８� ３３．５

４８ ヒカリホクサイ 牡３鹿 ５５ 内田 博幸�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 ４８２＋１６ 〃 アタマ ３．５�
４７ トキノワイルド 牡３鹿 ５５ 中舘 英二田中 準市氏 矢野 照正 日高 シンボリ牧場 ４７０＋１０１：１２．９� ５６．２�
８１６ ミシックトウショウ 牝４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 ４４８± ０１：１３．０クビ ８．０
２３ デイブレイク 牡４鹿 ５７ 嘉藤 貴行�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４８８＋ ４１：１３．１� １５．５�
５１０ シークレットアーム 牡３鹿 ５５ 松岡 正海�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ５０８－ ２ 〃 クビ ３４．０�
７１３ フ レ イ ヤ 牝６鹿 ５５ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ５２０－１０１：１３．２クビ ３１．６�
２４ ユ ー ス フ ル 牡５鹿 ５７ 北村 宏司武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 畑端牧場 ４７４－ ２１：１３．３� ７．８�
１１ ドリーミングラヴ 牝３黒鹿５３ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 松田牧場 ４２０－１０１：１３．６１� １４９．１�
７１４� ブラックアース 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信�野 葉子氏 小西 一男 新冠 中央牧場 ５００＋ ２１：１４．５５ １２８．６�
５９ ニ ケ 牝３黒鹿５３ 柴山 雄一畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４６０－ ８１：１５．４５ １０２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５２，２０７，１００円 複勝： ７９，３７７，５００円 枠連： ５９，７６９，１００円

馬連： １７５，０７３，４００円 馬単： ９７，６９７，３００円 ワイド： ６８，２１６，９００円

３連複： ２３５，２１８，５００円 ３連単： ４４４，８４７，８００円 計： １，２１２，４０７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４７０円 複 勝 � ４６０円 � ３２０円 � ３２０円 枠 連（３－６） １，９３０円

馬 連 �� ７，７２０円 馬 単 �� １８，７３０円

ワ イ ド �� ２，６００円 �� ２，３８０円 �� １，９３０円

３ 連 複 ��� ２４，６１０円 ３ 連 単 ��� １９３，４６０円

票 数

単勝票数 計 ５２２０７１ 的中 � ２８１７６（７番人気）
複勝票数 計 ７９３７７５ 的中 � ４２７５１（８番人気）� ６９２００（３番人気）� ６９１２９（４番人気）
枠連票数 計 ５９７６９１ 的中 （３－６） ２２９６２（８番人気）
馬連票数 計１７５０７３４ 的中 �� １６７５５（３３番人気）
馬単票数 計 ９７６９７３ 的中 �� ３８５１（７３番人気）
ワイド票数 計 ６８２１６９ 的中 �� ６４２９（３７番人気）�� ７０４２（３５番人気）�� ８７８３（２５番人気）
３連複票数 計２３５２１８５ 的中 ��� ７０５６（９９番人気）
３連単票数 計４４４８４７８ 的中 ��� １６９７（６８８番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．１―１１．７―１２．３―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．１―３４．８―４７．１―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フレンチミシル �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー ２０１１．２．５ 東京４着

２００８．２．２４生 牝４栗 母 ナモンアガシ 母母 テ ン ド ラ ー １７戦２勝 賞金 ２５，０８０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 アンジュヴォレ号・デルマクリシュナ号

５レース目



（２４中山４）第２日 ９月９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 １７５頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３３，２６０，０００円
９，２４０，０００円
１，８６０，０００円
２０，８５０，０００円
５４，３７４，０００円
４，７９６，０００円
１，６７０，４００円

勝馬投票券売得金
４４０，４４８，８００円
７１０，９１５，９００円
４０２，２２０，０００円
１，５２８，５１１，４００円
９２７，８２１，１００円
５６２，４３９，１００円
２，０２５，２２２，３００円
３，８５５，０７９，５００円
８０８，１０２，０００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 １１，２６０，７６０，１００円

総入場人員 ２８，１６８名 （有料入場人員 ２４，４７４名）


