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２５０８５ ９月２９日 曇 良 （２４中山４）第８日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時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

６１１ ラインミーティア 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム ４４２＋ ６１：０８．５ ３．０�

２３ 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 ４４４－ ４１：０８．８２ ８．９�
１１ ダイキチサブロウ 牡２栗 ５４ 三浦 皇成西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 ４７２＋１０１：０９．０１� １６．３�
６１２ ラ ノ ラ ラ ク 牝２栗 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 バンダム牧場 ４５６－ ４１：０９．１� ３．０�
１２ オ ン ラ イ ン 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥重松 國建氏 佐藤 吉勝 新ひだか 沼田 照秋 ４７０± ０１：０９．５２� １０３．１�
５９ ヒアルロンサン 牝２鹿 ５４ 田中 博康�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 ４３６＋ ２１：０９．６クビ ４８．５�
７１３ 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 ４４６－ ２１：０９．８１� ５．８	
２４ イムディーナ 牝２栗 ５４ 石橋 脩 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 ４２０－ ６１：０９．９� １３．５�
３５ カムトゥマインド 牝２栗 ５４

５２ △嶋田 純次 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム ４１４－ ６ 〃 アタマ １８８．６�
５１０ ロマネクイーン 牝２鹿 ５４ 武士沢友治村田 哲朗氏 坂本 勝美 新ひだか 上野 正恵 B４５２＋ ８１：１０．０� ２０．３
４８ スピードパレード 牝２青鹿 ５４

５１ ▲西村 太一市川不動産
 和田 正道 新冠 村上牧場 ４１６＋ ８１：１０．３１� ３４６．５�
８１６ アラマサアルデ 牝２黒鹿５４ 丸田 恭介�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４３６－ ２１：１０．５１ ２２．７�
４７ ミヤコラブロマンス 牝２鹿 ５４ 田中 勝春吉田喜代司氏 菅原 泰夫 浦河 梅田牧場 ４０８－ ４ 〃 クビ ５６．６�
７１４ ボールドタイド 牡２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人増田 陽一氏 星野 忍 むかわ 市川牧場 ４００＋ ８ 〃 ハナ ２６１．４�
３６ ダ イ ダ オ レ 牡２鹿 ５４ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田 正道 様似 山本 和彦 ４７０± ０１：１０．６� ３１２．２�
８１５ シ ュ ヴ ァ ン 牝２芦 ５４ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 日高 インターナショ

ナル牧場 ４１６＋ ４１：１１．９８ ３４１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，７９３，６００円 複勝： ４２，０６７，９００円 枠連： １８，３８２，３００円

馬連： ５４，０４８，４００円 馬単： ３８，２６７，０００円 ワイド： ２８，０９６，０００円

３連複： ８２，１８９，３００円 ３連単： １２０，７７２，０００円 計： ４０４，６１６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � ２５０円 � ３８０円 枠 連（２－６） ４１０円

馬 連 �� １，１５０円 馬 単 �� １，８１０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ８３０円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� ５，０００円 ３ 連 単 ��� １４，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２０７９３６ 的中 � ５６３４９（１番人気）
複勝票数 計 ４２０６７９ 的中 � １１８５６４（１番人気）� ３９６００（４番人気）� ２２２６７（５番人気）
枠連票数 計 １８３８２３ 的中 （２－６） ３３５２５（１番人気）
馬連票数 計 ５４０４８４ 的中 �� ３４６８８（４番人気）
馬単票数 計 ３８２６７０ 的中 �� １５６８６（４番人気）
ワイド票数 計 ２８０９６０ 的中 �� １４５８７（４番人気）�� ８３０３（９番人気）�� ４３２８（１７番人気）
３連複票数 計 ８２１８９３ 的中 ��� １２１３５（１５番人気）
３連単票数 計１２０７７２０ 的中 ��� ６０１１（４１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．３―１１．２―１１．２―１１．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．５―３３．７―４４．９―５６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．８
３ ・（７，１２）（１，１６）（９，１１）（２，１３）（３，４）１０－（８，１４）－（６，１５）５ ４ ・（７，１２，１１）（１，９，１６）１３（２，３）４－（８，１０）１４（６，５）１５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラインミーティア �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 オ ー ス デビュー ２０１２．７．２９ 札幌３着

２０１０．２．２６生 牡２鹿 母 アラマサフェアリー 母母 アラマサキャップ ４戦１勝 賞金 １０，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュヴァン号は，平成２４年１０月２９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 カシノスペル号・スーパーアース号・ディアプピーラ号

２５０８６ ９月２９日 曇 良 （２４中山４）第８日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時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

６１１ ファンアットコート 牝２鹿 ５４ 松岡 正海�ミルファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム ４５２± ０１：３５．３ ４．８�

２３ スワンボート 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 ４４４＋ ８１：３５．５１� １．８�
７１４ 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 ５０８＋ ４１：３５．６� ５．９�
２４ アクロコリントス 牝２鹿 ５４ 内田 博幸岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４８０－ ２１：３５．７� １０．０�
４８ アノヒミタユメ 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４３６＋ ２１：３６．４４ ５０．３�
３５ コフユチェリー 牝２青鹿５４ 中舘 英二チエリー商事� 嶋田 功 新ひだか 嶋田牧場 ４５８± ０１：３６．６１� ３７６．５	
３６ テンジンキヨモリ 牡２青鹿５４ 木幡 初広
テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４６８＋ ６１：３６．７クビ １３１．３�
４７ オマツリマンボ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 手塚 貴久 新ひだか グランド牧場 ４６２＋ ６ 〃 ハナ ４００．０�
５９ カシノラッキー 牡２青鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 下河辺牧場 ４７０－ ６ 〃 ハナ ６９．７
１１ 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± ０ 〃 クビ １５３．０�
１２ ロゼディール 牡２黒鹿５４ 黛 弘人�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４７８－ ６１：３６．８クビ ２１５．４�
８１６ コスモギガデイン 牡２栗 ５４ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 黒岩 陽一 日高 木村牧場 ４５４＋ ４ 〃 クビ １５．０�
５１０ デ ル マ ベ ム 牡２栗 ５４ 村田 一誠浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４２０－ ４ 〃 ハナ ２３４．６�
８１５ カシノハッピー 牡２栗 ５４

５１ ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 金成吉田牧場 B４３６± ０ 〃 ハナ ５７３．５�
６１２ ファイアポイント 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人山上 和良氏 和田 正道 新ひだか 荒木 貴宏 ４５０＋ ４１：３７．０１ １２．２�
７１３ ポ ロ ロ ッ カ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ラツキー牧場 ４３４－ ２１：３７．２１� １３９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，３０２，３００円 複勝： ５０，２６６，７００円 枠連： １５，４４２，４００円

馬連： ４２，８９５，６００円 馬単： ３７，２０２，４００円 ワイド： ２２，７００，１００円

３連複： ６１，４２６，３００円 ３連単： １１４，５２０，６００円 計： ３６４，７５６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（２－６） ２４０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� １，２１０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ５４０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，０１０円 ３ 連 単 ��� ５，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２０３０２３ 的中 � ３３９９６（２番人気）
複勝票数 計 ５０２６６７ 的中 � ７１７６３（２番人気）� ２６６９５９（１番人気）� ３４７５５（４番人気）
枠連票数 計 １５４４２４ 的中 （２－６） ４７５５７（１番人気）
馬連票数 計 ４２８９５６ 的中 �� ６８４１５（１番人気）
馬単票数 計 ３７２０２４ 的中 �� ２２６９９（６番人気）
ワイド票数 計 ２２７００１ 的中 �� ３４３６８（１番人気）�� ８９７７（６番人気）�� １５６６２（４番人気）
３連複票数 計 ６１４２６３ 的中 ��� ４５１５１（３番人気）
３連単票数 計１１４５２０６ 的中 ��� １４９６８（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３５．９―４８．０―１：００．２―１：１１．９―１：２３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．１

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ファンアットコート �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１２．６．３０ 福島４着

２０１０．４．２１生 牝２鹿 母 コスモミール 母母 トリプルタイム ５戦１勝 賞金 ９，１５０，０００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） １頭 コスモキャロル号
（非抽選馬） １頭 マイネルパイレーツ号

第４回 中山競馬 第８日



２５０８７ ９月２９日 曇 良 （２４中山４）第８日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２４ スターノエル 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４７０± ０１：５４．０ ２．３�

３５ ディーエスゲイン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 B４７０－ ８１：５５．７大差 ４．４�
１２ エリモブリーズ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成山本 慎一氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント B４４６－ ２１：５６．１２� ５１．６�
７１４ ナンヨーヤシマ 牡３青鹿５６ 吉田 隼人中村 �也氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B５１６＋ ６ 〃 クビ ８．８�
４７ � アンアピーズド 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 H.J．スウィーニィ氏 藤沢 和雄 愛 Western

Bloodstock ４６２＋ ２ 〃 アタマ １２．２�
５１０ モエレプレジデント 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲長岡 禎仁中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４５０± ０１：５６．３１� ８３．８�
４８ レッドアヴァロン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 	東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 浜本牧場 B５０８＋ ８１：５７．０４ ４．８

８１６ ヒヤマサンデー 牡３黒鹿５６ 柴田 大知篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４８６－ ２１：５７．７４ ２０９．１�
７１３ メイショウウルフィ 牡３芦 ５６ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 様似 ホウセイ牧場 ４５６＋ ４１：５８．６５ ３５７．５�
１１ プラチナフォンテン 牝３黒鹿５４ 木幡 初広吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 ４９４－１４１：５８．７� ４７６．７
８１５ スイートフリージア 牝３栗 ５４ 丸田 恭介シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 ４０６－１６１：５９．７６ ３３６．１�
６１１ ハ ル カ 牝３芦 ５４

５１ ▲高嶋 活士松尾 正氏 嶋田 潤 浦河 丸幸小林牧場 ４６４－１０２：００．６５ １９８．３�
３６ ドラゴンプライド 牝３鹿 ５４ 内田 博幸窪田 芳郎氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４７２＋ ４２：００．７クビ １１．７�
２３ � ケイティーズミスト 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎有限会社シルク岩戸 孝樹 米 Masatake

Iida DVM ４５２＋ ２２：００．９１� １３０．７�
６１２ エイワイエミツ 牡３芦 ５６ 大野 拓弥永井公太郎氏 松山 康久 日高 日高大洋牧場 ４７６± ０２：０１．２２ １７７．３�
５９ シベリアンスパーブ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 ４８０－１０２：０２．４７ ２１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，８６０，４００円 複勝： ４２，２６９，１００円 枠連： １５，１３３，２００円

馬連： ５１，６９９，０００円 馬単： ４０，６９６，４００円 ワイド： ２６，５５３，６００円

３連複： ７０，８７６，８００円 ３連単： １３１，００７，３００円 計： ４０３，０９５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ６１０円 枠 連（２－３） ３９０円

馬 連 �� ５９０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� １，３６０円 �� １，７２０円

３ 連 複 ��� ５，６１０円 ３ 連 単 ��� １６，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２４８６０４ 的中 � ８６０９９（１番人気）
複勝票数 計 ４２２６９１ 的中 � １３２６０８（１番人気）� ７０３８７（３番人気）� １０９８７（８番人気）
枠連票数 計 １５１３３２ 的中 （２－３） ２８８８６（２番人気）
馬連票数 計 ５１６９９０ 的中 �� ６５７０５（２番人気）
馬単票数 計 ４０６９６４ 的中 �� ３１３５０（２番人気）
ワイド票数 計 ２６５５３６ 的中 �� ３３７１０（２番人気）�� ４２９１（１８番人気）�� ３３５２（２１番人気）
３連複票数 計 ７０８７６８ 的中 ��� ９３２６（１８番人気）
３連単票数 計１３１００７３ 的中 ��� ６０１５（５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．６―４９．９―１：０２．５―１：１５．２―１：２７．９―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．８
１
３
４，１０（６，１６）－１１（８，１２）－（５，１５）９－（２，３，１４）７（１，１３）
４（８，１０）６（５，１６）－（１１，７）（２，１５）（１２，１４）－１３，１（９，３）

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

勝馬の
紹 介

スターノエル �
�
父 デュランダル �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１２．３．１１ 中山３着

２００９．４．２４生 牡３黒鹿 母 ス タ ー ミ ー 母母 Caerlina ５戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウウルフィ号・スイートフリージア号・ドラゴンプライド号・ケイティーズミスト号・

エイワイエミツ号・シベリアンスパーブ号は，平成２４年１０月２９日まで平地競走に出走できない。
プラチナフォンテン号・ハルカ号は，平成２４年１１月２９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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 アデヤカ号・ウインガイア号・シアンナ号・スウィングガール号・ドリームスクリーン号・ホクテンカイリン号・

ミスリンディ号・ヤマニンエミュ号

２５０８８ ９月２９日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４中山４）第８日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時４５分 （芝・ダート）

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

４５ � ハッピーティア 牝４鹿 ５８ 平沢 健治丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 ４７４＋１２３：１３．６ ３．２�

２２ カ ピ タ ー ノ 牡８黒鹿６０ 石神 深一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 ４９６＋ ６３：１４．９８ ７．１�

１１ ウエスタンウェイブ �５鹿 ６０ 浜野谷憲尚西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ４６０± ０３：１５．２２ ７．１�
４４ スーパーティチャー 牝５鹿 ５８ 草野 太郎福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４９６＋ ８３：１５．３クビ ４．３�
５７ � モエレマジックマン 牡７黒鹿６０ 大江原 圭坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 ５０４－ ４３：１５．６２ ４．８�
８１２� スイートゲイナー 牝５黒鹿 ５８

５７ ▲高嶋 活士シンボリ牧場 坂本 勝美 日高 シンボリ牧場 ４６２－ ４ 〃 ハナ ４２．９�
７１１� トーアティアレ 牝５鹿 ５８ 江田 勇亮高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 ４５８± ０３：１７．２１０ ４０．９	
６９ ノーブルエース 牝５鹿 ５８ 小野寺祐太
原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４１８－ ４３：１７．５１� ５７．７�
３３ タケデンサプライズ 牡３青鹿５８ 高野 和馬武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 ４６８＋ ２３：１８．５６ ８７．４�
５６ コンプリート 牝４鹿 ５８ 蓑島 靖典平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ ６６．０
８１３ アミフジガガ 牝３黒鹿５６ 五十嵐雄祐内藤 好江氏 菅原 泰夫 茨城 内藤牧場 ４３８＋１０３：２０．６大差 １０４．２�
６８ リュウシンヒーロー 牡４鹿 ６０ 金子 光希桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２３：２０．９１� ７４．０�
７１０ トレノユーボウ �５黒鹿６０ 横山 義行子安 裕樹氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５０８＋ ６ （競走中止） ９．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，１２６，９００円 複勝： ２３，５９６，１００円 枠連： １４，０４７，５００円

馬連： ３５，６０１，２００円 馬単： ２７，２７８，９００円 ワイド： １７，５５４，７００円

３連複： ５３，７４０，８００円 ３連単： ９４，０６７，８００円 計： ２８１，０１３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � ２１０円 枠 連（２－４） ６５０円

馬 連 �� １，１２０円 馬 単 �� １，７３０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ４６０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ２，１６０円 ３ 連 単 ��� ７，６２０円

票 数

単勝票数 計 １５１２６９ 的中 � ３７５８０（１番人気）
複勝票数 計 ２３５９６１ 的中 � ５１８５２（１番人気）� ２７０６２（５番人気）� ２７２６６（４番人気）
枠連票数 計 １４０４７５ 的中 （２－４） １５９６３（３番人気）
馬連票数 計 ３５６０１２ 的中 �� ２３５１１（４番人気）
馬単票数 計 ２７２７８９ 的中 �� １１６７８（４番人気）
ワイド票数 計 １７５５４７ 的中 �� ８７３３（７番人気）�� ９８０４（６番人気）�� ５６５１（１２番人気）
３連複票数 計 ５３７４０８ 的中 ��� １８３７８（８番人気）
３連単票数 計 ９４０６７８ 的中 ��� ９１１９（１８番人気）

上り １マイル １：４６．７ ４F ５１．５－３F ３８．６
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ハッピーティア �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 バブルガムフェロー

２００８．４．４生 牝４鹿 母 ハッピーチケット 母母 チャームトウショウ 障害：４戦１勝 賞金 １０，５００，０００円
初出走 JRA

〔競走中止〕 トレノユーボウ号は，２周目５号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



２５０８９ ９月２９日 曇 良 （２４中山４）第８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

１：４６．４
１：４６．４

良

良

３３ ゴットフリート 牡２栗 ５４ 田辺 裕信 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４６８ ―１：５０．３ ７．５�

５７ ケンブリッジサン 牡２鹿 ５４ 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４５８ ―１：５０．５１� １０．８�

２２ コスモブレード 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 手塚 貴久 新ひだか 小河 豊水 ４７２ ―１：５０．６� ３．４�
１１ マイネルバランシン 牡２黒鹿５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 田原橋本牧場 ４６８ ―１：５１．０２� ２９．６�
６１０ サイモンパルフェ 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成澤田 昭紀氏 木村 哲也 日高 ヤナガワ牧場 ４７２ ―１：５１．２１� ９２．６�
３４ ポンデザムール 牡２黒鹿５４ 北村 宏司岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 ５００ ― 〃 クビ ２７．４	
８１３ サンバジーリオ 牡２鹿 ５４ 吉田 隼人吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０４ ―１：５１．５２ １３．３

７１２ フェイムゲーム 牡２青鹿５４ 田中 勝春 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４５８ ―１：５１．６クビ ４．３�
４５ ロンギングエース 牡２鹿 ５４ 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５０４ ―１：５１．７� １３．８�
６９ メリオンジョー 牝２黒鹿５４ 柴田 大知冨沢 敦子氏 手塚 貴久 新ひだか 矢野牧場 ４５２ ―１：５２．０１� １２７．４
４６ ヴェルフェン 牡２芦 ５４ 蛯名 正義�Basic 田村 康仁 新冠 村本牧場 ４９２ ―１：５２．１� ４．０�
７１１ ソ デ フ リ ン 牝２栗 ５４ 田中 博康下河邉行信氏 小桧山 悟 日高 中前牧場 ４３６ ―１：５２．２� ９７．９�
８１４ アキノディフェンス 牝２青 ５４

５１ ▲西村 太一穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 松田牧場 ４４０ ― 〃 ハナ ２４７．１�

（１３頭）
５８ ユニフィケーション 牡２鹿 ５４ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２４ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １９，８７４，１００円 複勝： ３１，３５４，４００円 枠連： １６，０２７，０００円

馬連： ３８，４２３，０００円 馬単： ２６，３８０，７００円 ワイド： １７，５７０，４００円

３連複： ４３，２７４，１００円 ３連単： ６７，５３６，３００円 計： ２６０，４４０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２００円 � ２７０円 � １３０円 枠 連（３－５） １，３７０円

馬 連 �� ３，３２０円 馬 単 �� ７，３４０円

ワ イ ド �� ９００円 �� ４８０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ３，３３０円 ３ 連 単 ��� ３２，３３０円

票 数

単勝票数 差引計 １９８７４１（返還計 ２８４５３） 的中 � ２１０９４（４番人気）
複勝票数 差引計 ３１３５４４（返還計 ４６８４５） 的中 � ３８８３０（４番人気）� ２４１２９（５番人気）� ８５４３６（１番人気）
枠連票数 差引計 １６０２７０（返還計 ２７４１） 的中 （３－５） ８６３５（９番人気）
馬連票数 差引計 ３８４２３０（返還計１１５１４８） 的中 �� ８５６０（１４番人気）
馬単票数 差引計 ２６３８０７（返還計 ７５３７１） 的中 �� ２６５６（３３番人気）
ワイド票数 差引計 １７５７０４（返還計 ５４５２４） 的中 �� ４６２８（１１番人気）�� ９５３９（４番人気）�� ６６００（７番人気）
３連複票数 差引計 ４３２７４１（返還計２２００００） 的中 ��� ９５９２（１１番人気）
３連単票数 差引計 ６７５３６３（返還計３４３４１９） 的中 ��� １５４２（１１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２５．６―３８．２―５１．６―１：０３．５―１：１５．６―１：２７．６―１：３８．９

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

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

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

ゴットフリート �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２０１０．４．２３生 牡２栗 母 マチカネエンジイロ 母母 マチカネササメユキ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 ユニフィケーション号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻３分遅延。
※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 カツトシクン号

２５０９０ ９月２９日 曇 良 （２４中山４）第８日 第６競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１３時０５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

２４ ベアフルート 牝３栗 ５４ 丸田 恭介宮崎 利男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４９２＋１０１：１２．４ ４２．４�

５９ レッドヴェレーナ 牝３青 ５４ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４２２－ ６１：１２．８２� ２．６�
３６ ランローララン 牝３栗 ５４ 中舘 英二吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４６４＋１２１：１３．２２� １６．４�
７１４ ゼロレイテンシ �３栗 ５６ 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 駿河牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ５２．２�
４８ メ カ マ ハ ロ 牝３鹿 ５４ 江田 照男古賀 和夫氏 牧 光二 平取 坂東牧場 ４７０－ ２１：１３．４１� ３．５�
１１ エーデルシュタイン 牝３黒鹿５４ 内田 博幸岡田 牧雄氏 大竹 正博 豊浦 飯原牧場 ４７８－１２１：１３．６１� ５．８�
２３ ウインエポナ 牝３黒鹿５４ 柴田 大知�ウイン 高木 登 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８± ０１：１４．１３ １２０．２	
５１０ クレバーリクオー 牡３青鹿５６ 田辺 裕信田
 正明氏 加藤 和宏 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４９６－ ６１：１４．２� ３９．１�
１２ バーバリーコースト 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ６ 〃 ハナ ４０．２
３５ プロスペリタ 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥有限会社シルク金成 貴史 浦河 桑田牧場 B４４８－ ２１：１４．４１� ８．９�
６１２ ト シ ベ リ ー 牝３黒鹿５４ 黛 弘人上村 叶氏 蛯名 利弘 浦河 浦河小林牧場 ４６０ ―１：１４．６１� １９３．３�
７１３ ウインシャンノース 牝３鹿 ５４ 草野 太郎�ウイン 大竹 正博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２ ―１：１５．８７ １２．８�
８１５ マヤノフォルゴーレ 牡３芦 ５６ 吉田 隼人田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 B４７０－ ２１：１６．１２ １２４．０�
８１６ ヴィアフェラータ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一下河邉 博氏 粕谷 昌央 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４８０＋１２１：１６．９５ ２２８．２�
４７ ダノンフォルテ 牡３栗 ５６ 田中 博康�ダノックス 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ５２４ ―１：１７．９６ ３１．６�
６１１ プリシジョン �３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一�和田牧場 和田 正道 浦河 大北牧場 ４９６ ―１：１８．５３� ３２５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，５８５，７００円 複勝： ３４，７８１，３００円 枠連： １５，９２４，６００円

馬連： ５４，８４０，０００円 馬単： ３７，９３５，９００円 ワイド： ２５，３１４，４００円

３連複： ６７，５７８，５００円 ３連単： １１５，３７６，７００円 計： ３７４，３３７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，２４０円 複 勝 � ８４０円 � １４０円 � ４４０円 枠 連（２－５） ２，７００円

馬 連 �� ４，６３０円 馬 単 �� １２，６７０円

ワ イ ド �� １，５３０円 �� ５，８１０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� １５，２４０円 ３ 連 単 ��� １４６，５６０円

票 数

単勝票数 計 ２２５８５７ 的中 � ４２００（１０番人気）
複勝票数 計 ３４７８１３ 的中 � ８０２９（１０番人気）� ９６８４４（１番人気）� １７１７１（６番人気）
枠連票数 計 １５９２４６ 的中 （２－５） ４３５５（９番人気）
馬連票数 計 ５４８４００ 的中 �� ８７４９（１３番人気）
馬単票数 計 ３７９３５９ 的中 �� ２２１０（３８番人気）
ワイド票数 計 ２５３１４４ 的中 �� ４０６１（１６番人気）�� １０２９（４４番人気）�� ８１８６（７番人気）
３連複票数 計 ６７５７８５ 的中 ��� ３２７４（４７番人気）
３連単票数 計１１５３７６７ 的中 ��� ５８１（３６２番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．９―１１．６―１２．５―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．８―３４．４―４６．９―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベアフルート �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１２．４．１４ 福島１４着

２００９．２．３生 牝３栗 母 エアジンクス 母母 エアラグドール ３戦１勝 賞金 ４，０００，０００円
〔発走状況〕 エーデルシュタイン号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔調教再審査〕 エーデルシュタイン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィアフェラータ号・ダノンフォルテ号・プリシジョン号は，平成２４年１０月２９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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ダークシーカー号



２５０９１ ９月２９日 晴 良 （２４中山４）第８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）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３６ サミットストーン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司河� 五市氏 田村 康仁 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ５３６－ ４１：５２．９ ３．７�

６１１ クリティカルヒット 牡３黒鹿５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 戸田 博文 千葉 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１４－ ４１：５４．２８ ４．９�

３５ クリノハナミチ 牡３栗 ５４ 村田 一誠栗本 博晴氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 ４９６－１２１：５４．９４ ２１．８�
１１ バーチャルトラック 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹岩本 允氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 ４５２＋ ６１：５５．０� １２．８�
２３ ケイアイスピリット 牡３鹿 ５４ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 B４７２－ ６１：５５．２１� ４６．７�
４７ クリノタイコウ 牡３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 中村 雅明 ４４０－ ２１：５５．５１� １５５．３	
４８ ト キ ノ ユ ウ 牡３鹿 ５４ 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４３０－ ２１：５５．７１� １８５．１

５１０ アイアイエンデバー 牡３黒鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁齊藤 敬氏 小島 茂之 新冠 つつみ牧場 ４４４－ ６ 〃 クビ ３．９�
８１５ ダ ー リ ブ 牝４栗 ５５ 黛 弘人北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４５８＋ ２１：５５．９１� １２２．２�
２４ ヤマニンミミック 牝４黒鹿５５ 横山 典弘土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４８２＋ ２１：５６．４３ ６．８
８１６ ケイアイプログレス 牡５栃栗５７ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 新冠 隆栄牧場 ５１８± ０１：５６．５� １２．３�
５９ サーストンアリオン 牡３黒鹿５４ 田中 博康齊藤 宣勝氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４４８－ ６１：５６．７� ５３７．１�
７１４� トーセンディオール 牝５鹿 ５５ 江田 照男島川 �哉氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ５０２－ ８１：５７．２３ ３０．２�
１２ シャイニークラウン 牡３栗 ５４ 西田雄一郎小林 昌志氏 和田正一郎 平取 コアレススタッド ４４８－ ４１：５７．５２ ４７５．３�
７１３ レッドジャクソン 牡３鹿 ５４ 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 ５３６＋ ６１：５８．３５ １２．１�
６１２� マイネローレライ 牝４青鹿５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新ひだか 田中 裕之 ４８４－１０１：５８．７２� １０２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，６９２，４００円 複勝： ４８，５２９，７００円 枠連： １８，３８０，３００円

馬連： ６７，１０５，４００円 馬単： ４２，２８１，６００円 ワイド： ３０，４７９，９００円

３連複： ８３，９２２，４００円 ３連単： １３５，７３７，０００円 計： ４５２，１２８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � ３７０円 枠 連（３－６） ７６０円

馬 連 �� ９４０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ９３０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ５，１６０円 ３ 連 単 ��� １９，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２５６９２４ 的中 � ５６０４９（１番人気）
複勝票数 計 ４８５２９７ 的中 � ９７２４９（１番人気）� ８６２９５（２番人気）� ２５９９９（８番人気）
枠連票数 計 １８３８０３ 的中 （３－６） １８０３４（１番人気）
馬連票数 計 ６７１０５４ 的中 �� ５２８０７（２番人気）
馬単票数 計 ４２２８１６ 的中 �� １８８１９（１番人気）
ワイド票数 計 ３０４７９９ 的中 �� ２０３４０（３番人気）�� ７７９５（１２番人気）�� ５８３５（１６番人気）
３連複票数 計 ８３９２２４ 的中 ��� １２００３（１８番人気）
３連単票数 計１３５７３７０ 的中 ��� ５０２３（４９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１３．０―１２．８―１２．５―１２．７―１２．８―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３７．０―４９．８―１：０２．３―１：１５．０―１：２７．８―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．９
１
３
６，１４，１６（３，５，１１）（１３，１２，１５）（４，１０）＝８，１，２－９－７
６，１４（１６，１１）（３，５）（４，１５）（１，８）（１０，１２）－（２，９，１３）７

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

勝馬の
紹 介

サミットストーン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２０１０．６．１９ 阪神６着

２００８．４．２８生 牡４鹿 母 タイキアプローズ 母母 Private Encore ２０戦３勝 賞金 ２８，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドジャクソン号・マイネローレライ号は，平成２４年１０月２９日まで平地競走に出走できない。
※サーストンアリオン号・シャイニークラウン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２５０９２ ９月２９日 晴 良 （２４中山４）第８日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時０５分 （芝・右・外）

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

１：３０．７
１：３０．７

良

良

４８ ブリスアウト 牡３鹿 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２１：３２．５ ２．７�

８１６ ル ナ 牡３芦 ５５ 武士沢友治山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド ４６２＋ ２１：３２．８１� ９．８�
２３ クラウンフィデリオ 牡４栗 ５７ 吉田 豊矢野 悦三氏 天間 昭一 浦河 中島牧場 B４７２－ ４１：３３．０１� １９６．９�
５１０ ユッカマウンテン 牝３栗 ５３ 北村 宏司吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ４３６－ ８ 〃 ハナ ７．１�
１２ クイーンアルタミラ 牝３黒鹿５３ 西田雄一郎柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 ４７２＋１４ 〃 クビ ８．１�
４７ � プレミアムカード �４鹿 ５７ 松岡 正海青芝商事� 清水 英克 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ２ 〃 アタマ １１９．５	
２４ ユ ウ セ ン 牡４青鹿５７ 蛯名 正義本田 恒雄氏 尾関 知人 新ひだか 村岡 農夫 ４７４－ ２１：３３．１クビ １１．１

５９ 	 パラダイムシフト 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人池谷 誠一氏 萩原 清 米 Brookdale Thor-
oughbreds LLC ４５２＋ ６１：３３．２� １９４．３�

６１２ ダイワカリエンテ 牝３栗 ５３ 吉田 隼人大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４４－ ２１：３３．４１ ２８６．１�
３５ アズマスターフィー 牡３黒鹿５５ 丸田 恭介東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 ４６８＋ ８ 〃 クビ ４９．６
７１４� ヒカルハヤブサ 牡３黒鹿５５ 大野 拓弥�橋 京子氏 高市 圭二 登別 登別上水牧場 B４７０－ ６１：３３．９３ １５．９�
６１１ アールデュラン 牡３鹿 ５５ 三浦 皇成星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 B４７８－１２１：３４．０
 ５．０�
７１３	 セイウンオウサム 牡５芦 ５７

５５ △嶋田 純次西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.
Maguire ５０４－ ４１：３４．１クビ １３５．８�

１１ ミヤコライジング 牝３鹿 ５３ 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム ４４６± ０１：３４．４２ ８．８�
３６ � ハリケーンタマ 牝４鹿 ５５

５２ ▲西村 太一松田 整二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４６２－１２１：３４．６１� ２２０．９�
８１５ エクソプラネット 牝３鹿 ５３ 田辺 裕信吉田 和美氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム ４３２＋ ８ 〃 クビ ２９１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，１３１，０００円 複勝： ５７，２５４，７００円 枠連： ２１，７３６，６００円

馬連： ８５，９９１，７００円 馬単： ４９，０１６，７００円 ワイド： ３２，６６３，１００円

３連複： ９７，２５９，７００円 ３連単： １５３，５４７，３００円 計： ５２７，６００，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � ２６０円 � ３，０００円 枠 連（４－８） １，１５０円

馬 連 �� １，１００円 馬 単 �� １，８８０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ４，７３０円 �� １１，５２０円

３ 連 複 ��� ５０，３８０円 ３ 連 単 ��� １４１，４８０円

票 数

単勝票数 計 ３０１３１０ 的中 � ８８５５４（１番人気）
複勝票数 計 ５７２５４７ 的中 � １４７０９４（１番人気）� ５６４２６（４番人気）� ３４０６（１２番人気）
枠連票数 計 ２１７３６６ 的中 （４－８） １３９５１（５番人気）
馬連票数 計 ８５９９１７ 的中 �� ５７７２４（３番人気）
馬単票数 計 ４９０１６７ 的中 �� １９２６６（３番人気）
ワイド票数 計 ３２６６３１ 的中 �� １７９８５（３番人気）�� １６１９（３６番人気）�� ６５９（６２番人気）
３連複票数 計 ９７２５９７ 的中 ��� １４２５（９８番人気）
３連単票数 計１５３５４７３ 的中 ��� ８０１（３８２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３４．７―４６．１―５７．８―１：０９．３―１：２０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．７

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

勝馬の
紹 介

ブリスアウト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１２．２．４ 東京１着

２００９．５．１８生 牡３鹿 母 シーキングマイラブ 母母 Queen Maud ６戦２勝 賞金 ２０，０１６，０００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 マウントビスティー号



２５０９３ ９月２９日 晴 良 （２４中山４）第８日 第９競走 ��２，０００�
な ら し の

習 志 野 特 別
発走１４時３５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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．２
１：５６．１

良

良

７１２ サトノアポロ 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２１：５９．６ ６．３�

６９ ジョングルール 牡３黒鹿５４ 三浦 皇成吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０８＋ ２１：５９．９２ １．７�
４６ ヘレナモルフォ 牝３鹿 ５２ 柴田 大知岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 賀張三浦牧場 ４５４－ ２２：００．０� ３３．４�
６１０ ヤマニンリップル 牝４黒鹿５５ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４７０＋ ４２：００．１� ４６．７�
５７ フェイルノート 牡５青鹿５７ 内田 博幸 �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム ５１６－ ２２：００．２クビ １１．９�
５８ バ ン ザ イ 牡３栗 ５４ 松岡 正海幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム ４９８＋１２ 〃 クビ １５．２�
３３ ハイタッチクイーン 牝５栗 ５５ 石橋 脩星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ４４４－ ４ 〃 アタマ ２３．９	
２２ リキアイクロフネ 牡５鹿 ５７ 江田 照男高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 B４６２－ ２２：００．３� ２７５．９

８１３ ネオブラックダイヤ 牡４青鹿５７ 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４＋ ４２：００．４クビ ４．９�
１１ ロビンフット 牡４青鹿５７ 田辺 裕信桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ５０２＋ ２ 〃 クビ ７９．４�
３４ コウヨウレジェンド 牡４鹿 ５７ 田中 勝春寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 B５００－１０ 〃 ハナ ４７．９
８１４ エフティファラオ �６鹿 ５７ 木幡 初広吉野 英子氏 金成 貴史 早来 ノーザンファーム ４７２－ ２２：０１．３５ ４５３．３�
４５ カズノタイショウ 牡５栗 ５７ 丸田 恭介鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新ひだか フジワラフアーム ４８０－ ２２：０１．５１� ２５８．７�
７１１	 ミウラリチャード 牡８鹿 ５７ 黛 弘人佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５４４± ０２：０２．１３� ７２９．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４０，１５０，１００円 複勝： １２２，９３５，０００円 枠連： ２５，６５８，８００円

馬連： １１０，１４２，０００円 馬単： ８０，５２６，６００円 ワイド： ４１，９４０，４００円

３連複： １３０，３６６，０００円 ３連単： ３０３，３３８，７００円 計： ８５５，０５７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � ５４０円 枠 連（６－７） ４５０円

馬 連 �� ５００円 馬 単 �� １，６５０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ２，５３０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ４，０９０円 ３ 連 単 ��� ２１，６１０円

票 数

単勝票数 計 ４０１５０１ 的中 � ５０３１６（３番人気）
複勝票数 計１２２９３５０ 的中 � ７４９５３（３番人気）� ８２１５２９（１番人気）� ２１１６１（７番人気）
枠連票数 計 ２５６５８８ 的中 （６－７） ４２７６５（２番人気）
馬連票数 計１１０１４２０ 的中 �� １６５６１４（２番人気）
馬単票数 計 ８０５２６６ 的中 �� ３６２３１（６番人気）
ワイド票数 計 ４１９４０４ 的中 �� ４５７９６（２番人気）�� ３５８０（２２番人気）�� １３６１２（８番人気）
３連複票数 計１３０３６６０ 的中 ��� ２３５７４（１４番人気）
３連単票数 計３０３３３８７ 的中 ��� １０３６２（６５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１２．３―１２．２―１２．９―１２．２―１２．１―１１．４―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．２―３５．５―４７．７―１：００．６―１：１２．８―１：２４．９―１：３６．３―１：４７．７

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノアポロ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Bering デビュー ２０１０．８．１ 新潟４着

２００８．５．１１生 牡４黒鹿 母 ミスベルベール 母母 Miss Afrique ９戦３勝 賞金 ３８，１３３，０００円
〔騎手変更〕 リキアイクロフネ号の騎手横山義行は，第４競走での落馬負傷のため江田照男に変更。

２５０９４ ９月２９日 晴 良 （２４中山４）第８日 第１０競走 １，２００�� 城 新 聞 杯
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
�城新聞社賞（１着）

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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

６１１ フリートアロー 牡３栗 ５５ 北村 宏司矢野 秀春氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４８０－ ６１：１１．０ １５０．８�

４８ スノードラゴン 牡４芦 ５７ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 ５０２－ ２ 〃 クビ ２．５�
１１ ウッドシップ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４７６＋ ４１：１１．２１� １１．７�
１２ クランチタイム 牡４鹿 ５７ 吉田 豊加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 ５０２± ０１：１１．４１� ９．９�
２４ クレバーデステニー 牡３鹿 ５５ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 新ひだか 斉藤スタッド ４５８± ０ 〃 クビ １３．６�
３６ アルベルティ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春 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 ５０２± ０１：１１．５� １８．６	
５１０ ゲンパチメジャー 牡３栗 ５５ 石橋 脩平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 ４８６－ ８ 〃 ハナ ４．４

６１２ タニセンジャッキー 牡３鹿 ５５ 松岡 正海染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４７４－ ２１：１１．６� １５．８�
５９ ガ ク ニ ホ シ 牡６鹿 ５７ 江田 照男矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４９２＋ ２１：１１．８１� ５８．６�
３５ ラヴリードリーム 牝６青鹿５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 黒岩 陽一 静内 松田 三千雄 ４８４＋１７１：１１．９クビ ８４．１
８１６ トーホウブエナス 牝５栗 ５５ 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 新冠 競優牧場 ４５８＋ ２１：１２．０� ２１３．６�
２３ フレンチミシル 牝４栗 ５５ 柴田 善臣�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４８０＋ ４ 〃 ハナ １２５．６�
４７ � シャイニイチカ 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４４０＋ ４ 〃 クビ ４４３．５�
７１４ ワールドエンド 牡３鹿 ５５ 内田 博幸 Him Rock Racing 斎藤 誠 新冠 新冠伊藤牧場 ５１２＋１０１：１２．１クビ ６．７�
８１５ パワフルラリマー 牝３栗 ５３ 宮崎 北斗友水 達也氏 武藤 善則 日高 木村牧場 ４８２＋ ２１：１２．２� ２３．６�
７１３ ボンバルディエーレ �６芦 ５７ 吉田 隼人吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４８２＋１０１：１２．５１� ２５７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，４５８，６００円 複勝： ７７，０３２，７００円 枠連： ３２，３６０，７００円

馬連： １４６，８６９，８００円 馬単： ８２，９８５，８００円 ワイド： ５２，７２７，６００円

３連複： １７２，５７０，１００円 ３連単： ３０７，１０６，２００円 計： ９１２，１１１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５，０８０円 複 勝 � １，７５０円 � １３０円 � ３４０円 枠 連（４－６） １，７４０円

馬 連 �� ２１，３６０円 馬 単 �� ６８，９７０円

ワ イ ド �� ４，４５０円 �� １０，３４０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ５２，３９０円 ３ 連 単 ��� ７１９，５１０円

票 数

単勝票数 計 ４０４５８６ 的中 � ２１１５（１３番人気）
複勝票数 計 ７７０３２７ 的中 � ７７４７（１２番人気）� ２３８７７２（１番人気）� ５０２５５（５番人気）
枠連票数 計 ３２３６０７ 的中 （４－６） １３７６３（７番人気）
馬連票数 計１４６８６９８ 的中 �� ５０７６（４８番人気）
馬単票数 計 ８２９８５８ 的中 �� ８８８（１１０番人気）
ワイド票数 計 ５２７２７６ 的中 �� ２７９１（４８番人気）�� １１８９（６９番人気）�� ２７２５１（４番人気）
３連複票数 計１７２５７０１ 的中 ��� ２４３１（１２９番人気）
３連単票数 計３０７１０６２ 的中 ��� ３１５（１１０５番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．５―１２．２―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３４．０―４６．２―５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３７．０
３ ・（１０，１１）（２，１４）（１，５，１５，１６）８，６，９（３，４，１２）７，１３ ４ ・（１０，１１）１４，２（５，１５，１６）（１，８）（９，４，６）（３，７，１２）－１３

勝馬の
紹 介

フリートアロー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ボストンハーバー デビュー ２０１１．７．１０ 中山３着

２００９．４．２６生 牡３栗 母 ニホンピロルージュ 母母 ニホンピロピュアー １０戦３勝 賞金 ３３，２４２，０００円
※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。
（非抽選馬） ６頭 カツノセカンド号・ガリレオシチー号・カンファーネオ号・ケイアイクライム号・スマートスパークル号・

ユメノキズナ号



２５０９５ ９月２９日 晴 良 （２４中山４）第８日 第１１競走 ��１，６００�
しゅうふう

秋風ステークス
発走１５時４５分 （芝・右・外）

３歳以上，１，６００万円以下，２３．１０．１以降２４．９．２３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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３０．７
１：３０．７

良

良

８１３ サトノタイガー 牡４黒鹿５７．５ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：３４．５ １３．１�

７１２ スピードリッパー 牝４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 ４６８＋ ８１：３４．６� ５８．２�
２２ ダイワマッジョーレ 牡３鹿 ５４ 丸田 恭介大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４４４± ０１：３４．７� ３．３�
５７ ラインジェシカ 牝５栗 ５４ 内田 博幸大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４９８＋ ４１：３４．８クビ ７．１�
５８ ア ラ フ ネ 牝３栗 ５１ 大野 拓弥�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４４６＋２２ 〃 クビ １１３．５�
３４ マイネエポナ 牝３鹿 ５２ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 日高 シンコーファーム ４４６＋１０１：３４．９クビ １８．６	
１１ コスモソーンパーク 牡４青鹿５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋ ４ 〃 クビ ６．６

７１１ ケンブリッジエル 牡６黒鹿５５ 木幡 初広中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４９８－ ４１：３５．０クビ １８７．７�
６９ � ランリョウオー 牡５黒鹿５８ 蛯名 正義吉田 和美氏 橋田 満 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

４７２－１２１：３５．１� ３．３�
３３ サクラクローバー 牝５鹿 ５３ 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 ４７４＋１０ 〃 ハナ １７．３
８１４ ア カ ン サ ス 牝４青 ５６ 三浦 皇成�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４４６＋１０ 〃 ハナ １４．６�
４５ � アロマンシェス 牡８鹿 ５３ 柴山 雄一伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４６８± ０１：３５．４１� ５６．０�
４６ シャドークロス 牡７栗 ５５ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ４９４＋ ２ 〃 クビ １５８．６�
６１０ ミヤビファルネーゼ 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４８０＋ ８１：３５．５� ２１．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ６４，２８２，８００円 複勝： １０７，７９５，４００円 枠連： ５６，９２２，４００円

馬連： ２６２，０２６，４００円 馬単： １３９，３８５，０００円 ワイド： ８５，４２５，４００円

３連複： ３２５，８８２，８００円 ３連単： ６０８，５９８，０００円 計： １，６５０，３１８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ３６０円 � ９９０円 � １７０円 枠 連（７－８） ５，７８０円

馬 連 �� ３４，６２０円 馬 単 �� ６４，８２０円

ワ イ ド �� ６，９６０円 �� ９００円 �� ２，７００円

３ 連 複 ��� ３６，７８０円 ３ 連 単 ��� ３３９，５００円

票 数

単勝票数 計 ６４２８２８ 的中 � ３８７４６（５番人気）
複勝票数 計１０７７９５４ 的中 � ７２７４２（５番人気）� ２２４０２（１１番人気）� ２２８４４５（２番人気）
枠連票数 計 ５６９２２４ 的中 （７－８） ７２７８（１９番人気）
馬連票数 計２６２０２６４ 的中 �� ５５８７（５６番人気）
馬単票数 計１３９３８５０ 的中 �� １５８７（１０６番人気）
ワイド票数 計 ８５４２５４ 的中 �� ２９２９（５２番人気）�� ２４６４２（９番人気）�� ７６８１（３３番人気）
３連複票数 計３２５８８２８ 的中 ��� ６５４０（１０６番人気）
３連単票数 計６０８５９８０ 的中 ��� １３２３（７２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３５．９―４８．１―１：００．３―１：１２．２―１：２３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．２

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

勝馬の
紹 介

サトノタイガー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．９．１１ 札幌１１着

２００８．４．１５生 牡４黒鹿 母 ファビラスターン 母母 カッティングエッジ １７戦５勝 賞金 ８７，０６０，０００円

２５０９６ ９月２９日 晴 良 （２４中山４）第８日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時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

４８ キンショーユウジャ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ５０４＋ ２１：１１．３ ３．３�

６１２ 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 ４８６＋ ４１：１１．９３� ６．６�
２３ 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± ０１：１２．３２� ７．２�
３５ リバティーアゲイン 牡３青鹿５５ 田辺 裕信阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 ４８０＋１２１：１２．４クビ １２．２�
８１５ 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± ０１：１２．６１� ３．１�
１１ ビッグサンダー 牡５栗 ５７

５５ △嶋田 純次	Basic 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 ４９６－ ２ 〃 アタマ １０５．５

７１３ ジャーグラット 牡４栗 ５７ 柴田 善臣本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４１８－ ４ 〃 クビ ３５．３�
５９ ニシノフェミニン 牝５黒鹿５５ 大野 拓弥西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４４８＋ ２１：１２．８１� １４．９�
８１６�� イメージレイナ 牝５青鹿５５ 的場 勇人岸田 勝宏氏 的場 均 米 Katsuhiro

Kishida ４６６＋ ８１：１３．０１ ３６５．１
３６ ユキノマークン 牡４鹿 ５７ 松岡 正海井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 ４８２± ０ 〃 クビ １４．９�
６１１ アラビアンマジック 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 ４６０＋ ４１：１３．４２� ５９．４�
１２ ヒカルランナー 牡３鹿 ５５ 石神 深一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ５１８－ ４ 〃 クビ ３４．２�
２４ イージーウイン 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次田島榮二郎氏 嶋田 功 新ひだか 畠山牧場 ４５８＋ ２１：１３．６１ ４４７．３�
４７ キングダムキング 牡４鹿 ５７ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６６－ ４１：１４．２３� １３８．７�
７１４ シンデンアラタ 牡３黒鹿５５ 黛 弘人神田 通博氏 佐藤 全弘 新ひだか 落合 一巳 ４８４＋ ６１：１４．８３� ２６６．０�
５１０ マ ロ ン ク ン 牡３栗 ５５ 西田雄一郎ケンレーシング組合 牧 光二 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 ４７０＋ ４ 〃 ハナ ４４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，６３５，９００円 複勝： ７３，５７８，４００円 枠連： ３３，８３９，２００円

馬連： １３５，８１８，５００円 馬単： ７７，０５０，７００円 ワイド： ５３，５７３，９００円

３連複： １６８，７３５，８００円 ３連単： ３２５，０８４，６００円 計： ９１３，３１７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ２１０円 枠 連（４－６） １，０３０円

馬 連 �� １，１３０円 馬 単 �� ２，１１０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ４７０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ２，３２０円 ３ 連 単 ��� １０，７１０円

票 数

単勝票数 計 ４５６３５９ 的中 � １１０２８１（２番人気）
複勝票数 計 ７３５７８４ 的中 � １６５５９９（１番人気）� １００４３９（３番人気）� ８２５６７（４番人気）
枠連票数 計 ３３８３９２ 的中 （４－６） ２４４２６（３番人気）
馬連票数 計１３５８１８５ 的中 �� ８９０４０（４番人気）
馬単票数 計 ７７０５０７ 的中 �� ２７０２０（５番人気）
ワイド票数 計 ５３５７３９ 的中 �� ３７８７２（２番人気）�� ２８２５５（４番人気）�� ２００２７（６番人気）
３連複票数 計１６８７３５８ 的中 ��� ５３７６４（５番人気）
３連単票数 計３２５０８４６ 的中 ��� ２２４２１（１７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．６―１２．４―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．８―４７．２―５９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３６．５
３ ・（８，１１）１２（７，１５）（９，１０）１４（３，１６）（６，５，１３）（２，１）－４ ４ ８，１１（７，１２，１５）９（６，１０）（２，３，５，１４，１６，１３）１，４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キンショーユウジャ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２０１０．９．１９ 中山７着

２００８．３．１３生 牡４栗 母 フジノササメユキ 母母 メジロシャネル ２５戦３勝 賞金 ４５，７１０，０００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） ２頭 トウカイチャーム号・トーセンスタッフ号
（非抽選馬） ３頭 ジャストフレンズ号・ビッグヒーロー号・ホウショウマツエ号



（２４中山４）第８日 ９月２９日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８２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

１８７，８６０，０００円
２，０８０，０００円
６，２１０，０００円
１，３９０，０００円
１６，５３０，０００円
５６，６８７，２５０円
５，３５８，６００円
１，７４７，２００円

勝馬投票券売得金
３６９，８９３，８００円
７１１，４６１，４００円
２８３，８５５，０００円
１，０８５，４６１，０００円
６７９，００７，７００円
４３４，５９９，５００円
１，３５７，８２２，６００円
２，４７６，６９２，５００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
計 ７，３９８，７９３，５００円

総入場人員 ２０，７１９名 （有料入場人員 １８，６２５名）


