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25025 9月14日 晴 良 （25中山4）第3日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時10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
1：50．9

良
不良

816 グラスプリマ 牝2鹿 54
53 ☆嶋田 純次半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 506± 01：56．6 7．5�

36 ロトラトゥール 牝2鹿 54 横山 典弘國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 468± 01：56．7� 4．0�
48 レイヨンヴェール 牝2黒鹿54 内田 博幸 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 464＋ 21：58．08 3．1�
11 コウセイマユヒメ 牝2鹿 54

52 △横山 和生杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 454－ 41：58．1� 7．9�
24 コスモラヴモア 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 460＋ 21：58．31 13．0	
59 ミラクルヴォーグ 牡2鹿 54 武士沢友治千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 482－ 21：58．4� 11．0

35 フジマサレジェンド 牡2芦 54 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 504＋141：58．6� 8．4�
510 ヤ マ ト 牡2鹿 54 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 浦河 鎌田 正嗣 496－ 2 〃 クビ 40．9�
815 ジョックロック 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 442－101：58．7クビ 54．5
713 ニシノクラーケン 牝2黒鹿54 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 512± 02：00．08 105．5�
612 エイケイキャプテン 牝2鹿 54 江田 照男竹原 孝昭氏 天間 昭一 青森 佐々木牧場 446－ 22：00．21 225．6�
47 ディープフォンテン 牡2栗 54 吉田 豊吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 田中 裕之 464－ 42：00．51� 31．7�
714 オーシャントゥビー 牡2鹿 54 勝浦 正樹戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 446－122：00．71� 130．0�
23 ゴールドクラウス 牡2鹿 54 田辺 裕信磯波 勇氏 高木 登 新ひだか 城地 和義 460＋ 22：00．91� 26．9�
12 シゲルカズサ 牡2鹿 54 大野 拓弥森中 蕃氏 松山 将樹 浦河 日光スタッド 484－ 22：03．7大差 286．6�
611 ゴールドストーム 牝2鹿 54

52 △杉原 誠人居城 要氏 成島 英春 新冠 北勝ファーム 442± 02：05．4大差 280．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，779，700円 複勝： 35，609，200円 枠連： 14，373，900円
馬連： 48，375，300円 馬単： 30，942，500円 ワイド： 23，514，600円
3連複： 62，670，600円 3連単： 100，297，400円 計： 335，563，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 250円 � 160円 � 130円 枠 連（3－8） 1，090円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 650円 �� 480円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 13，140円

票 数

単勝票数 計 197797 的中 � 20856（3番人気）
複勝票数 計 356092 的中 � 29009（6番人気）� 62476（2番人気）� 88217（1番人気）
枠連票数 計 143739 的中 （3－8） 9771（5番人気）
馬連票数 計 483753 的中 �� 20295（7番人気）
馬単票数 計 309425 的中 �� 6461（12番人気）
ワイド票数 計 235146 的中 �� 8326（8番人気）�� 11718（4番人気）�� 22542（1番人気）
3連複票数 計 626706 的中 ��� 27769（3番人気）
3連単票数 計1002974 的中 ��� 5635（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．7―51．3―1：04．5―1：17．7―1：30．4―1：43．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F38．9
1
3
3（1，6）（12，13）（5，14）（4，15）8，16，11，10，7－2－9・（3，6）（1，8）（13，14）（5，16）（12，15）（4，7）－（10，9）－（11，2）

2
4

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

グラスプリマ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2013．8．18 函館10着

2011．4．1生 牝2鹿 母 グラスレンヌ 母母 サーモンタイム 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルカズサ号・ゴールドストーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

10月14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） 3頭 アルスターサイクル号・トーアキヨモリ号・マンボプリンス号
（非抽選馬） 2頭 コスモリトライ号・シリウスフォンテン号

25026 9月14日 晴 良 （25中山4）第3日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時40分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

510 シゲルウシュウ 牡2栗 54 勝浦 正樹森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 450＋ 21：09．3 9．6�
24 フレンチフェロー �2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 中橋 正 436＋ 6 〃 クビ 2．8�
59 コスモワッショイ 牡2鹿 54 柴田 大知 �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 B422＋ 21：09．4� 5．9�
12 カンタベリーツルギ 牡2鹿 54 田中 博康峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 426－ 21：09．61� 72．2�
611 マイネルパナケーア 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 忠幸 422± 01：09．7� 143．0	
815 パッシオーネラヴィ 牝2鹿 54 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 458± 01：09．91 2．8

11 ブリッツカイザー 牡2栗 54 柴山 雄一岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 482－ 21：10．0� 9．8�
35 ピンクパール 牝2鹿 54 吉田 豊近藤 英二氏 石栗 龍彦 浦河 中神牧場 430± 01：10．21� 32．2�
713 ト ラ ピ ー ズ 牝2栗 54 大庭 和弥グリーンスウォード嶋田 潤 新冠 坂元 芳春 442－16 〃 ハナ 169．9
48 ブラックソヴリン 牝2芦 54 大野 拓弥平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 448－ 41：10．52 48．1�
714 マイネルセレーノ 牡2芦 54 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新ひだか 藤沢牧場 B442－ 41：10．7� 23．2�
36 カンタベリーワルツ 牝2芦 54

51 ▲山崎 亮誠峰 哲馬氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤吉牧場 390－ 41：10．8� 470．8�
612 ダ ム キ ナ 牝2鹿 54 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 454－ 8 〃 アタマ 252．4�
47 リネンスウィフト 牝2黒鹿 54

52 △横山 和生戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷 重雄 398＋ 21：10．9クビ 138．6�
23 ボウキョウノネン 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 420－ 81：11．22 39．2�
816 アポロフェアリー 牝2鹿 54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 原田牧場 422－101：11．94 202．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，848，700円 複勝： 32，277，700円 枠連： 12，744，200円
馬連： 47，740，900円 馬単： 31，226，900円 ワイド： 21，042，100円
3連複： 56，935，400円 3連単： 102，835，500円 計： 325，651，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 300円 � 140円 � 160円 枠 連（2－5） 550円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 5，020円

ワ イ ド �� 720円 �� 960円 �� 310円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 27，850円

票 数

単勝票数 計 208487 的中 � 17242（4番人気）
複勝票数 計 322777 的中 � 20865（5番人気）� 79157（1番人気）� 54815（3番人気）
枠連票数 計 127442 的中 （2－5） 17187（3番人気）
馬連票数 計 477409 的中 �� 18414（7番人気）
馬単票数 計 312269 的中 �� 4598（18番人気）
ワイド票数 計 210421 的中 �� 6893（8番人気）�� 4985（11番人気）�� 19209（2番人気）
3連複票数 計 569354 的中 ��� 13795（9番人気）
3連単票数 計1028355 的中 ��� 2726（79番人気）

ハロンタイム 12．2―10．3―11．0―11．6―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．5―33．5―45．1―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルウシュウ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 サザンヘイロー デビュー 2013．8．10 新潟11着

2011．5．9生 牡2栗 母 ケイアイスパイダー 母母 ケイアイワールド 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 カンタベリーツルギ号の騎手田中博康は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）

ピンクパール号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成25年9月21日から平成25年9月
22日まで騎乗停止。（被害馬：2番・1番）

※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 ヴァンデミエール号・プラウドワンダー号・メスイドール号

第４回 中山競馬 第３日



25027 9月14日 晴 良 （25中山4）第3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）

牝，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

11 フォルテシモ 牝3鹿 54 田辺 裕信窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 438± 01：55．6 2．3�
816 ドゥリマーズドリム 牝3青鹿54 三浦 皇成石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 小泉牧場 446＋ 61：55．81� 14．7�
24 ソーミラキュラス 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 504－ 21：56．75 6．8�
36 ロンギングシャネル 牝3鹿 54 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 482－161：57．23 6．4�
59 ブリーズギフト 牝3黒鹿 54

52 △杉原 誠人飯田 良枝氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 456＋ 21：57．51� 67．4�
48 ハイスタージェット 牝3栗 54 田中 博康下河辺隆行氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 418－101：57．81� 255．0	
47 トーアコロチャン 牝3栗 54 西田雄一郎高山ランド
 柴田 政人 豊浦トーア牧場 464＋ 21：58．01� 28．9�
12 セ レ ス テ 牝3鹿 54 平野 優中村 浩章氏 藤原 辰雄 様似 清水スタッド 458－121：58．21� 233．0�
612 ビーナスジュエリー 牝3黒鹿54 戸崎 圭太�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 B450－ 8 〃 クビ 4．6
510 バ プ テ ス マ 牝3青 54 吉田 豊 �キャロットファーム 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456± 01：58．3クビ 144．3�
23 フ レ ン ズ 牝3芦 54 柴田 善臣林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B472－ 4 〃 ハナ 53．3�
714 ミッションコード 牝3黒鹿54 柴山 雄一 Him Rock Racing 松永 康利 えりも エクセルマネジメント 438－101：59．15 120．4�
713 サルサビーン 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太岡田 隆寛氏 伊藤 伸一 新ひだか 岡田牧場 B450＋ 61：59．52� 31．3�
35 スイートジグ 牝3黒鹿 54

52 △横山 和生シンボリ牧場 鈴木 伸尋 新ひだか シンボリ牧場 506－ 41：59．82 15．2�
815 ビキニクィーン 牝3青鹿54 木幡 初広窪田 康志氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 450± 02：00．22� 31．6�
611 ミワノロマンス 牝3芦 54 勝浦 正樹大浅 貢氏 清水 英克 日高 三輪 幸子 460＋ 22：02．4大差 219．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，003，200円 複勝： 38，796，500円 枠連： 13，699，700円
馬連： 49，910，400円 馬単： 33，840，300円 ワイド： 24，717，000円
3連複： 64，142，000円 3連単： 109，350，400円 計： 358，459，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 240円 � 180円 枠 連（1－8） 1，070円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 440円 �� 390円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 13，700円

票 数

単勝票数 計 240032 的中 � 84970（1番人気）
複勝票数 計 387965 的中 � 107226（1番人気）� 33104（5番人気）� 52756（4番人気）
枠連票数 計 136997 的中 （1－8） 9533（4番人気）
馬連票数 計 499104 的中 �� 26044（4番人気）
馬単票数 計 338403 的中 �� 12145（6番人気）
ワイド票数 計 247170 的中 �� 14150（4番人気）�� 16532（3番人気）�� 7156（9番人気）
3連複票数 計 641420 的中 ��� 16855（7番人気）
3連単票数 計1093504 的中 ��� 5894（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．0―50．5―1：03．3―1：15．8―1：28．8―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォルテシモ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2012．11．25 東京7着

2010．3．29生 牝3鹿 母 ヴィフォルテ 母母 ロマンスプレゼント 8戦1勝 賞金 7，050，000円
〔その他〕 ビキニクィーン号は，競走中に疾病〔右第3手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を

除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スイートジグ号・ミワノロマンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月

14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） 2頭 タイセイスペシャル号・レディーモモ号
（非抽選馬） 1頭 メイショウスーリヤ号

25028 9月14日 晴 良 （25中山4）第3日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時40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

612 マリーズミイ 牝3鹿 54 内田 博幸冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 B434＋ 21：11．9 2．0�
510 パトロクロス 牡3栗 56 戸崎 圭太村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 458－ 41：12．0� 7．2�
12 ハ ル コ マ チ 牝3鹿 54 勝浦 正樹髙橋 治夫氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 B468＋ 41：12．1クビ 30．7�
11 ナルミチャン 牝3鹿 54

52 △横山 和生�日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 B466－ 2 〃 アタマ 3．3�
59 ピュアライン 牝3鹿 54 横山 典弘�谷岡牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 458－ 41：12．52� 10．6�
47 コウジンコラボ 牝3鹿 54 江田 照男加藤 興一氏 畠山 吉宏 新ひだか 山野牧場 460－121：13．24 19．0	
23 キョウエイラーケン 牡3鹿 56 的場 勇人田中 晴夫氏 的場 均 様似 スイートフアーム 498＋ 11：13．3クビ 41．7

815 ラ マ ン チ ャ �3鹿 56 田辺 裕信吉田 和美氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 アタマ 18．3�
816 ハッピーアンブルー 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 B456－ 61：13．51� 138．1�
36 クイックブレッド 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 520± 01：13．92� 79．6
48 バーソロミューピサ 牡3栗 56 三浦 皇成市川 義美氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 416－ 41：14．32� 297．8�
713 トップスピン 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 452－ 61：14．61� 218．1�
611 オペラガール 牝3黒鹿54 北村 宏司草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 B436－161：14．91� 59．9�
714 デルマオサキ 牝3鹿 54 二本柳 壮浅沼 廣幸氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 468－121：15．43 206．3�
35 オーパステン 牝3青鹿54 丸田 恭介井村誉志雄氏 清水 英克 日高 藤本ファーム 484－ 21：16．78 300．5�
24 クレルモンフェラン 牝3黒鹿54 丸山 元気村野 康司氏 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 450－ 21：17．44 112．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，734，800円 複勝： 52，230，300円 枠連： 16，629，600円
馬連： 52，451，600円 馬単： 40，859，000円 ワイド： 25，418，800円
3連複： 68，818，000円 3連単： 137，036，000円 計： 419，178，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 170円 � 380円 枠 連（5－6） 380円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 290円 �� 790円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 4，820円 3 連 単 ��� 14，830円

票 数

単勝票数 計 257348 的中 � 102216（1番人気）
複勝票数 計 522303 的中 � 241124（1番人気）� 61921（3番人気）� 19031（7番人気）
枠連票数 計 166296 的中 （5－6） 32819（2番人気）
馬連票数 計 524516 的中 �� 55641（2番人気）
馬単票数 計 408590 的中 �� 34077（3番人気）
ワイド票数 計 254188 的中 �� 25270（2番人気）�� 7497（9番人気）�� 3443（18番人気）
3連複票数 計 688180 的中 ��� 10547（14番人気）
3連単票数 計1370360 的中 ��� 6823（36番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―12．1―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―46．0―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マリーズミイ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 メジロライアン デビュー 2012．6．30 福島9着

2010．5．18生 牝3鹿 母 マリーズスマイル 母母 ノーザンハマナス 20戦1勝 賞金 18，340，000円
〔発走状況〕 クレルモンフェラン号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレルモンフェラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月14日まで平

地競走に出走できない。
オーパステン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年11月14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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 タイキミホクイーン号・リネンスカイ号・レイナ号
（非抽選馬） 4頭 ティーブラウニー号・ピーコックグリーン号・マネタイザー号・メローペ号



25029 9月14日 晴 良 （25中山4）第3日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・右・外）

牝，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

814 ニシノミチシルベ 牝2鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 川上牧場 468 ―1：38．7 2．1�
815 ダイワインテンス 牝2鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 506 ―1：39．01� 19．5�
11 ミュゼミランダ 牝2栗 54 田辺 裕信髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 416 ― 〃 ハナ 24．9�
22 ハタノエンジェル 牝2鹿 54 柴田 善臣 �グッドラック・ファーム 藤沢 和雄 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 470 ― 〃 クビ 7．0�
46 フジノグランデ 牝2黒鹿54 三浦 皇成�富士開発 鹿戸 雄一 新ひだか 本桐牧場 462 ―1：39．1クビ 6．0	
58 ベストギフト 牝2黒鹿54 吉田 豊石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 440 ―1：39．2� 105．8

34 フ リ メ ー ル 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 えりも エクセルマネジメント 440 ― 〃 クビ 47．4�
59 コスモカイヤナイト 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 420 ―1：39．51� 29．4�
611 ケージームスメ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太川井 五郎氏 田島 俊明 新ひだか 松本牧場 456 ― 〃 クビ 12．5
23 オーガンディー 牝2芦 54 丸田 恭介栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 438 ―1：39．6� 31．3�
35 ウマクイクトオモウ 牝2栗 54

52 △横山 和生小田切有一氏 高橋 祥泰 日高 下河辺牧場 424 ―1：39．7クビ 45．0�
47 スイートノエル 牝2黒鹿54 田中 勝春シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 446 ―1：39．8� 13．2�
610 フォーエバーダンス 牝2鹿 54 村田 一誠青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 486 ―1：40．01� 12．6�
713 ランデックヴェスパ 牝2鹿 54 内田 博幸簗田 満氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 450 ―1：40．1� 74．2�
712 ア サ ク ラ 牝2芦 54 大野 拓弥荒井 元明氏 和田 正道 日高 サンシャイン

牧場 504 ―1：40．73� 109．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，352，200円 複勝： 40，521，400円 枠連： 18，872，500円
馬連： 49，392，700円 馬単： 34，545，000円 ワイド： 23，583，400円
3連複： 60，390，300円 3連単： 102，274，300円 計： 354，931，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 440円 � 510円 枠 連（8－8） 1，480円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，060円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 10，290円 3 連 単 ��� 36，380円

票 数

単勝票数 計 253522 的中 � 97491（1番人気）
複勝票数 計 405214 的中 � 133671（1番人気）� 17962（7番人気）� 15253（8番人気）
枠連票数 計 188725 的中 （8－8） 9439（6番人気）
馬連票数 計 493927 的中 �� 22262（6番人気）
馬単票数 計 345450 的中 �� 12550（6番人気）
ワイド票数 計 235834 的中 �� 8978（6番人気）�� 5505（9番人気）�� 1944（36番人気）
3連複票数 計 603903 的中 ��� 4334（33番人気）
3連単票数 計1022743 的中 ��� 2075（101番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．4―37．1―50．0―1：03．0―1：15．6―1：27．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

ニシノミチシルベ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 セイウンスカイ 初出走

2011．4．9生 牝2鹿 母 ニシノミライ 母母 ニシノフラワー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

25030 9月14日 晴 良 （25中山4）第3日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時00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

23 � キープアットベイ 牡2栗 54 横山 典弘有限会社シルク手塚 貴久 米 Wayne G.
Lyster III 486 ―1：13．7 1．3�

815 アポロオオジャ 牡2栗 54 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 森永 睦夫 436 ― 〃 クビ 11．4�
48 ペイシャマシェリ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹北所 直人氏 高橋 義博 様似 清水スタッド 486 ―1：14．44 88．1�
59 グラスルノン 牝2鹿 54 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 472 ― 〃 ハナ 16．4�
816 トーホウクローバー 牝2黒鹿54 柴田 善臣東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 478 ―1：15．25 9．6	
612 スガノギムレット 牡2青鹿54 石橋 脩菅原 光博氏 大和田 成 新ひだか 田上 稔 446 ―1：15．73 59．0

24 ワールドスローン 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁小林 章氏 蛯名 利弘 新ひだか 原 フアーム 438 ―1：15．8クビ 110．2�
11 モ ー ク ン 牡2芦 54 三浦 皇成 �荻伏服部牧場 天間 昭一 浦河 チェスナット

ファーム 440 ―1：15．9� 73．4�
36 シゲルサツマ 牡2黒鹿54 丸田 恭介森中 蕃氏 松永 康利 日高 高山 博 406 ―1：16．32� 43．8
47 ベルウッドタイガ 牡2黒鹿54 吉田 豊鈴木 照雄氏 田島 俊明 浦河 駿河牧場 522 ―1：16．4� 29．3�
611 プ ラ ス ワ ン 牡2栗 54

51 ▲原田 和真西村新一郎氏 蛯名 利弘 青森 太田ファーム 458 ―1：16．5	 418．0�
12 タケショウレーブ 牡2栗 54

51 ▲山崎 亮誠�ナイト商事 矢野 照正 浦河 富菜牧場 486 ―1：17．03 36．6�
713 シャドウキャスト 牡2黒鹿54 田辺 裕信飯塚 知一氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 508 ― 〃 クビ 35．8�
35 デ ュ ナ ト ス 牡2青鹿54 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 492 ―1：17．31	 111．2�
510 ギンザデスポット 牡2栗 54 柴山 雄一有馬 博文氏 清水 英克 厚真 大川牧場 478 ―1：17．4� 30．8�
714 クラバウターマン 牡2栗 54 江田 照男内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 内藤牧場 468 ― 〃 アタマ 317．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，658，800円 複勝： 91，519，200円 枠連： 18，982，000円
馬連： 45，959，200円 馬単： 40，714，200円 ワイド： 23，389，000円
3連複： 56，733，100円 3連単： 119，246，300円 計： 427，201，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 220円 � 1，200円 枠 連（2－8） 230円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，350円 �� 4，440円

3 連 複 ��� 7，400円 3 連 単 ��� 15，260円

票 数

単勝票数 計 306588 的中 � 194305（1番人気）
複勝票数 計 915192 的中 � 680184（1番人気）� 43779（3番人気）� 5421（11番人気）
枠連票数 計 189820 的中 （2－8） 62489（1番人気）
馬連票数 計 459592 的中 �� 58401（2番人気）
馬単票数 計 407142 的中 �� 42009（2番人気）
ワイド票数 計 233890 的中 �� 22936（2番人気）�� 3982（13番人気）�� 1160（37番人気）
3連複票数 計 567331 的中 ��� 5660（24番人気）
3連単票数 計1192463 的中 ��� 5769（42番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．1―12．8―12．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．4―48．2―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�キープアットベイ �
�
父 Dunkirk �

�
母父 Mr. Greeley 初出走

2011．4．2生 牡2栗 母 Great Deep Bay 母母 Rose Ransom 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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アイアムルミエール号・マリーズケイ号



25031 9月14日 晴 良 （25中山4）第3日 第7競走 ��
��2，500�サラブレッド系3歳以上

発走13時30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
2：29．5
2：29．5

良
良

77 マイネルサンオペラ 牡3栗 54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 尾関 知人 日高 春木 昭雄 472＋122：33．1 4．4�

66 モ ビ ー ル 牡5鹿 57 津村 明秀吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 458－162：33．2� 6．9�
55 	 アンバサドゥール 牡4鹿 57 松岡 正海伊藤 元庸氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 456－ 22：33．3� 8．9�
22 	 カンタベリーナイト 牡4鹿 57 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 496± 02：33．4
 17．8�
11 テ ン カ イ チ 牡3鹿 54 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 450－ 62：33．5� 43．9�
810 エイダイポイント 牡5芦 57 岩部 純二	東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 446－ 2 〃 クビ 3．1

89 スカイタロー 牡3鹿 54 嘉藤 貴行元屋地文明氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 488－122：34．45 176．5�
44 	 アポロテイスト 牡4栗 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 山際牧場 510＋ 42：34．61� 3．4�
78 スリーケインズ 牡5芦 57 西村 太一永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 466－ 22：34．91
 195．3
33 	 トーセンタイガー 牡5鹿 57 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B530＋ 62：35．22 16．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 23，046，300円 複勝： 36，670，500円 枠連： 10，591，600円
馬連： 51，562，600円 馬単： 34，329，800円 ワイド： 22，006，500円
3連複： 60，381，400円 3連単： 129，498，500円 計： 368，087，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 180円 � 210円 枠 連（6－7） 1，170円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 560円 �� 780円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 14，290円

票 数

単勝票数 計 230463 的中 � 41824（3番人気）
複勝票数 計 366705 的中 � 51973（4番人気）� 55868（3番人気）� 43665（5番人気）
枠連票数 計 105916 的中 （6－7） 6736（6番人気）
馬連票数 計 515626 的中 �� 27703（7番人気）
馬単票数 計 343298 的中 �� 10146（12番人気）
ワイド票数 計 220065 的中 �� 9878（9番人気）�� 6871（13番人気）�� 8493（11番人気）
3連複票数 計 603814 的中 ��� 14912（14番人気）
3連単票数 計1294985 的中 ��� 6689（57番人気）

ハロンタイム 7．4―11．2―11．4―12．2―12．8―13．2―12．4―12．6―12．3―11．9―11．8―11．9―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．4―18．6―30．0―42．2―55．0―1：08．2―1：20．6―1：33．2―1：45．5―1：57．4―2：09．2―2：21．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルサンオペラ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．16 中山7着

2010．4．3生 牡3栗 母 サンシャインバレイ 母母 メイジホリデイ 10戦2勝 賞金 18，150，000円
〔制裁〕 アンバサドゥール号の騎手松岡正海は，1周目正面の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：9

番）
アポロテイスト号の騎手勝浦正樹は，2周目4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）

25032 9月14日 晴 良 （25中山4）第3日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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

36 ファーマジェンヌ 牝4黒鹿55 内田 博幸中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 500－101：54．4 6．9�
23 グリューネヴォッヘ 牝3鹿 52 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 466－ 21：54．5� 4．5�
35 メテオーリカ 牝4黒鹿55 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 446＋16 〃 クビ 27．4�
48 フ ィ ア レ ス 牝4栗 55 丹内 祐次西森 道男氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 448－ 41：54．82 8．4�
713 アプレレクール 牝5青鹿55 勝浦 正樹 �グリーンファーム小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 458－ 61：55．01� 4．9�
11 ケイジーシオン 牝5黒鹿55 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 浦河 梅田牧場 486＋ 21：55．2	 29．3	
816 アルボランシー 牝5栗 55 黛 弘人 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 482＋ 41：55．41� 156．1

12 エンドレスラヴ 牝3鹿 52 吉田 隼人山上 和良氏 中川 公成 日高 細川牧場 480－ 61：55．82� 20．7�
510 パリーナチャン 牝4鹿 55

53 △横山 和生�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 450－141：55．9	 289．5
612 オペラフォンテン 牝5栗 55 柴田 大知吉橋 計氏 和田 雄二 浦河 中脇 満 482＋ 61：56．64 97．1�
47 
 メ イ ユ ー ル 牝4芦 55

52 ▲長岡 禎仁�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 452± 01：57．02� 22．3�
59 ケイアイキャンサー 牝3鹿 52 柴田 善臣亀田 和弘氏 伊藤 圭三 新ひだか 松田牧場 514＋ 61：57．21� 22．0�
611 レッドルイーザ 牝4栗 55 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 戸川牧場 462－101：57．41� 13．2�
815
 エバールージュ 牝4栗 55 戸崎 圭太宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 450± 01：58．14 39．0�
24 オメガエンブレム 牝4青 55 横山 典弘原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 466＋102：01．1大差 4．2�
714 クニコチャン 牝4栗 55 的場 勇人髙岡 義雄氏 矢野 英一 新冠 アサヒ牧場 B462－ 62：02．05 186．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，392，500円 複勝： 51，412，000円 枠連： 21，281，900円
馬連： 78，119，000円 馬単： 43，909，600円 ワイド： 33，223，900円
3連複： 96，197，500円 3連単： 160，703，600円 計： 513，240，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 220円 � 210円 � 810円 枠 連（2－3） 740円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 460円 �� 2，820円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 12，780円 3 連 単 ��� 60，450円

票 数

単勝票数 計 283925 的中 � 32472（4番人気）
複勝票数 計 514120 的中 � 67504（4番人気）� 73151（2番人気）� 13371（11番人気）
枠連票数 計 212819 的中 （2－3） 21286（2番人気）
馬連票数 計 781190 的中 �� 50016（2番人気）
馬単票数 計 439096 的中 �� 12439（4番人気）
ワイド票数 計 332239 的中 �� 19935（1番人気）�� 2748（39番人気）�� 3239（34番人気）
3連複票数 計 961975 的中 ��� 5559（47番人気）
3連単票数 計1607036 的中 ��� 1962（190番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．6―13．1―12．7―12．5―12．8―12．9―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．7―49．8―1：02．5―1：15．0―1：27．8―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

ファーマジェンヌ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 タイトスポット デビュー 2011．12．24 中山2着

2009．2．8生 牝4黒鹿 母 オンワードテティス 母母 オンワードウッド 21戦3勝 賞金 34，910，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 エンドレスラヴ号の騎手吉田隼人は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金30，000円。
〔その他〕 グリューネヴォッヘ号は，最後の直線コースで鞭に反抗して前進気勢を欠いたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オメガエンブレム号・クニコチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

10月14日まで平地競走に出走できない。

追 加 記 事（第 4回函館競馬第 5日第 3競走）
〔その他〕　　ヤマニンサティネ号は，競走中に疾病〔右第１趾節種子骨々折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



25033 9月14日 晴 良 （25中山4）第3日 第9競走 ��
��1，600�

こ さ く

古 作 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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

35 マイネルアダマス 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B422＋ 21：33．3 7．1�

713� ホロウクラウン 牡3鹿 53 戸崎 圭太吉田 和美氏 木村 哲也 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

474＋ 2 〃 ハナ 7．8�
12 ブライトチェリー 牝3芦 53 田中 勝春 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 466± 0 〃 クビ 9．7�
510 シルクフラッシュ 牡5芦 57 伊藤 工真有限会社シルク金成 貴史 新冠 中村農場 460－121：33．4	 34．4�
815 コスモミレネール 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 8 〃 クビ 5．0	
36 カ ケ ダ シ 牡3鹿 55 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 500± 01：33．5	 4．3

23 サトノフェアリー 牝3鹿 53 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 440＋201：33．6クビ 40．3�
24 � タツショウワ 牡4栗 57 大庭 和弥�向別牧場 根本 康広 米 New Century

Bloodstock, LLC 484－101：33．7
 16．0�
59 サクラグランレーヴ 牡3鹿 55 北村 宏司�さくらコマース久保田貴士 新ひだか 新和牧場 456＋ 41：33．8	 29．8
48 � アクアライン 牝4黒鹿55 松岡 正海古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 460＋ 4 〃 アタマ 17．1�
611 マイネモントル 牝3青鹿53 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新ひだか 城地 清満 438＋ 81：33．9クビ 132．5�
47 エターナルムーン 牝3鹿 53 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 472＋12 〃 ハナ 68．8�
11 グラントリノ 牝4栗 55 武士沢友治加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 442＋10 〃 クビ 201．6�
816 エ ポ ワ ス �5鹿 57 柴田 善臣多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 502＋ 21：34．0
 8．0�
612� トルピドトウショウ 牝5鹿 55 宮崎 北斗トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 458＋ 41：34．1クビ 456．1�
714 カフヴァール 牝4鹿 55 江田 照男 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 アタマ 11．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，192，900円 複勝： 69，304，400円 枠連： 35，928，900円
馬連： 113，585，900円 馬単： 57，934，500円 ワイド： 46，025，700円
3連複： 139，142，700円 3連単： 242，343，900円 計： 742，458，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 230円 � 290円 � 380円 枠 連（3－7） 700円

馬 連 �� 3，280円 馬 単 �� 6，970円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 1，440円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 12，890円 3 連 単 ��� 75，150円

票 数

単勝票数 計 381929 的中 � 42630（3番人気）
複勝票数 計 693044 的中 � 87039（3番人気）� 62446（5番人気）� 44394（7番人気）
枠連票数 計 359289 的中 （3－7） 37971（3番人気）
馬連票数 計1135859 的中 �� 25578（13番人気）
馬単票数 計 579345 的中 �� 6135（30番人気）
ワイド票数 計 460257 的中 �� 9223（16番人気）�� 7883（22番人気）�� 6648（26番人気）
3連複票数 計1391427 的中 ��� 7971（49番人気）
3連単票数 計2423439 的中 ��� 2380（272番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．5―46．0―57．8―1：09．6―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．5

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルアダマス �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2011．6．25 函館2着

2009．2．21生 牡4鹿 母 マイネディアマンテ 母母 プリンセスエイブル 23戦3勝 賞金 53，719，000円
〔制裁〕 コスモミレネール号の騎手丹内祐次は，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・7番・2番）
※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） 1頭 トモロマイスター号
（非抽選馬） 4頭 キングビート号・ヒシラストガイ号・ラッキーストリーク号・レインボーカムカム号

25034 9月14日 晴 良 （25中山4）第3日 第10競走 ��
��2，400�

ま つ ど

松 戸 特 別
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．9．15以降25．9．8まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

松戸市長賞（1着）
賞 品

本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

44 オメガスカイツリー 牡5黒鹿57 北村 宏司原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 496－ 22：37．3 5．2�
78 サンマルデューク 牡4黒鹿56 四位 洋文相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 500－ 42：37．4� 1．9�
22 テラノコブラ 牡5栗 54 江田 照男寺田 寿男氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468－ 8 〃 ハナ 33．4�
67 スターバリオン 牡4芦 57 津村 明秀幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ

ネツ牧場 496－ 22：37．5クビ 5．0�
55 シベリアンファクト 牡6栗 53 柴山 雄一藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 484± 02：38．13	 134．3�
811 ヴ ェ イ ロ ン 牡5栗 53 三浦 皇成前田 幸治氏 吉村 圭司 新冠 ノースヒルズマネジメント 470－12 〃 クビ 18．9�
810 ナンヨースラッガー 牡6芦 51 西村 太一中村 德也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 504－ 62：38．31	 109．7	
11 カリスマサンタイム 牡3黒鹿52 丹内 祐次畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 486－ 8 〃 クビ 11．7

66 パ ク サ 牡5鹿 57 武士沢友治加藤 信之氏 鈴木 康弘 浦河 藤春 修二 572＋122：38．51 24．8�
33 タイセイワイルド 牡6鹿 56 内田 博幸田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 476± 02：39．13	 15．1�
79 オーシュペール 牝4鹿 54 大野 拓弥 ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 466－ 42：39．73	 25．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，640，300円 複勝： 58，273，300円 枠連： 21，275，500円
馬連： 105，177，300円 馬単： 67，610，500円 ワイド： 39，043，300円
3連複： 115，373，700円 3連単： 264，074，600円 計： 711，468，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 120円 � 450円 枠 連（4－7） 610円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，720円 �� 740円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 24，200円

票 数

単勝票数 計 406403 的中 � 61990（3番人気）
複勝票数 計 582733 的中 � 74764（3番人気）� 208499（1番人気）� 21056（9番人気）
枠連票数 計 212755 的中 （4－7） 25958（2番人気）
馬連票数 計1051773 的中 �� 126118（2番人気）
馬単票数 計 676105 的中 �� 28077（7番人気）
ワイド票数 計 390433 的中 �� 40388（2番人気）�� 4988（21番人気）�� 12414（10番人気）
3連複票数 計1153737 的中 ��� 20180（16番人気）
3連単票数 計2640746 的中 ��� 8055（84番人気）

ハロンタイム 13．3―12．4―13．4―12．8―14．1―14．3―13．9―12．8―12．2―12．4―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．7―39．1―51．9―1：06．0―1：20．3―1：34．2―1：47．0―1：59．2―2：11．6―2：24．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オメガスカイツリー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2010．11．20 東京8着

2008．4．6生 牡5黒鹿 母 オメガアイランド 母母 アイリッシュダンス 16戦4勝 賞金 59，123，000円
〔発走状況〕 テラノコブラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 テラノコブラ号の騎手江田照男は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について過怠金100，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 テラノコブラ号は，平成25年9月15日から平成25年10月14日まで出走停止。停止期間の満了後に

開催競馬場で発走調教再審査。



25035 9月14日 晴 良 （25中山4）第3日 第11競走 ��
��2，000�レインボーステークス

発走15時45分 （芝・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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．0
1：56．1

良
良

67 エックスマーク 牡4鹿 57 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478－ 82：00．4 2．4�

68 ディサイファ 牡4鹿 57 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482－ 6 〃 クビ 3．5�

710 ダイワズーム 牝4栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 464－ 22：00．5クビ 10．3�
811 マイネルグート 牡6鹿 57 松岡 正海 �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 506－142：00．71� 31．0�
55 キッズニゴウハン 牡5栗 57 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B484＋ 4 〃 ハナ 24．7	
11 ジャングルハヤテ 牡6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 490± 02：00．8� 84．6

812 トーセンジャガー 牡5青 57 江田 照男島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 490＋10 〃 クビ 37．2�
33 メイショウドンタク 牡7黒鹿57 柴田 善臣松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 494＋ 62：01．01	 167．4�
79 マイネルメダリスト 牡5鹿 57 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 486± 02：01．21 5．7
22 タ イ タ ン 牡5栗 57 戸崎 圭太深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 480＋ 6 〃 ハナ 12．2�
56 オメガブレイン 牡5鹿 57 横山 典弘原 
子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 クビ 21．7�
44 � キングズクエスト �4栗 57 黛 弘人岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 446－ 4 〃 ハナ 36．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 68，618，700円 複勝： 112，080，900円 枠連： 60，823，600円
馬連： 242，179，600円 馬単： 144，267，800円 ワイド： 88，151，100円
3連複： 300，598，600円 3連単： 674，216，600円 計： 1，690，936，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 � 230円 枠 連（6－6） 430円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 200円 �� 550円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 4，600円

票 数

単勝票数 計 686187 的中 � 233398（1番人気）
複勝票数 計1120809 的中 � 322918（1番人気）� 220193（2番人気）� 89176（4番人気）
枠連票数 計 608236 的中 （6－6） 104718（2番人気）
馬連票数 計2421796 的中 �� 410082（1番人気）
馬単票数 計1442678 的中 �� 143055（1番人気）
ワイド票数 計 881511 的中 �� 139922（1番人気）�� 35096（5番人気）�� 28639（7番人気）
3連複票数 計3005986 的中 ��� 145127（3番人気）
3連単票数 計6742166 的中 ��� 108260（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―35．6―48．0―1：00．9―1：13．3―1：25．8―1：37．6―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．6
1
3
11（4，6）－（7，8）（1，10，9）（3，12）－5，2
11，6（4，8）（7，9）（10，12）（1，3，2）5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エックスマーク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー 2011．11．6 京都3着

2009．3．16生 牡4鹿 母 シ ョ ア ー 母母 So Sedulous 15戦5勝 賞金 77，434，000円

25036 9月14日 晴 良 （25中山4）第3日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時25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

36 モ ン テ ネ オ 牡3黒鹿55 田辺 裕信毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 472＋ 21：12．0 5．1�
612 ナムラビーム 牝4芦 55 石橋 脩奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 462± 01：12．1� 14．6�
714 デイブレイク 牡5鹿 57 柴田 大知�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 486＋ 4 〃 クビ 21．5�
611 ノッキングオン 牡3鹿 55 大野 拓弥松尾 正氏 高柳 瑞樹 新ひだか グランド牧場 434＋ 21：12．63 6．7�
12 サンセルマン 牡4黒鹿57 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 454－ 2 〃 ハナ 33．5�
510 クレバーデステニー 牡4鹿 57 村田 一誠 	ウエスタンファーム 小西 一男 新ひだか 斉藤スタッド 448－ 81：13．02� 3．2

23 ラインビューティー 牝3栗 53 木幡 初広西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 472－ 61：13．1� 43．0�
713 キングモンブラン 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太沼川 一彦氏 伊藤 圭三 浦河 杵臼牧場 B436－ 21：13．31 136．0�
48 モレサンドニ 牝3栗 53 内田 博幸密山 根成氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 448＋ 61：13．51� 3．5
59 アードバーク 牡4鹿 57 鈴木 慶太石川 幸司氏 南田美知雄 浦河 三栄牧場 474－ 21：13．6クビ 280．6�
815 ネオザミスティック 牝5黒鹿55 北村 宏司小林 仁幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 460－16 〃 アタマ 43．0�
24 ナイキトリック 牝5鹿 55 武士沢友治小野 誠治氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－141：14．02� 68．7�
816� スマートジュメイラ 牝3鹿 53 的場 勇人大川 徹氏 的場 均 日高 いとう牧場 B504＋101：14．1� 201．4�
47 � ヘヴンリーカラーズ 牝4栗 55 江田 照男 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 452－ 21：14．52� 195．3�
11 エアロブンバ 牡3栗 55 田中 勝春 	ラッキーフィールド田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 492＋ 21：15．24 12．3�
35 ツクバヴァンクール 牡4鹿 57 嘉藤 貴行細谷 武史氏 田中 清隆 日高 正和山本牧場 448＋ 2 （競走中止） 117．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，136，600円 複勝： 72，866，300円 枠連： 36，063，600円
馬連： 178，164，200円 馬単： 78，908，200円 ワイド： 60，066，700円
3連複： 184，879，100円 3連単： 375，405，400円 計： 1，035，490，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 220円 � 390円 � 440円 枠 連（3－6） 1，220円

馬 連 �� 4，500円 馬 単 �� 6，630円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 1，490円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 17，660円 3 連 単 ��� 85，730円

票 数

単勝票数 計 491366 的中 � 76529（3番人気）
複勝票数 計 728663 的中 � 101021（3番人気）� 46751（6番人気）� 40329（7番人気）
枠連票数 計 360636 的中 （3－6） 21830（6番人気）
馬連票数 計1781642 的中 �� 31192（15番人気）
馬単票数 計 789082 的中 �� 8792（22番人気）
ワイド票数 計 600667 的中 �� 10446（17番人気）�� 10052（19番人気）�� 5248（26番人気）
3連複票数 計1848791 的中 ��� 7730（51番人気）
3連単票数 計3754054 的中 ��� 3232（230番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―12．3―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．6―46．9―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．4
3 ・（6，12）（2，14）15（7，16）8（13，11）9（5，10）－3－（1，4） 4 ・（6，12）14，2－15（7，16）（13，11）8，10，9－3－4－1

勝馬の
紹 介

モ ン テ ネ オ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2012．7．22 札幌4着

2010．2．12生 牡3黒鹿 母 モンテチェリー 母母 ルベールターフ 8戦2勝 賞金 17，000，000円
〔競走中止〕 ツクバヴァンクール号は，競走中に疾病〔右第1指骨粉砕骨折〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イナズマソリオ号
（非抽選馬） 6頭 アルマドラーゴ号・ヴァイスヴェルト号・サルバドールハクイ号・プラッキーエリーナ号・ラヴェンナ号・

ロジウエスト号



（25中山4）第3日 9月14日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

181，730，000円
2，080，000円
9，420，000円
1，310，000円
15，930，000円
58，094，500円
4，550，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
394，404，700円
691，561，700円
281，267，000円
1，062，618，700円
639，088，300円
430，182，100円
1，266，262，400円
2，517，282，500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 7，282，667，400円

総入場人員 21，650名 （有料入場人員 19，327名）
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