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25037 9月15日 雨 不良 （25中山4）第4日 第1競走 ��1，600�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
1：33．4
1：33．1

良
良

815 ツクバアスナロ 牝2鹿 54 横山 典弘荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 洞爺湖 レイクヴィラファーム 452＋ 21：38．8 3．1�
612 タカラジェニファ 牝2鹿 54 武士沢友治村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 450－ 21：39．11� 6．9�
11 ブラックチョコ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 日高 シンボリ牧場 430－ 21：39．2� 3．6�
510 コスモラパン 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 416＋ 4 〃 ハナ 6．4�
714 ファインシュシュ 牝2青鹿54 的場 勇人井山 登氏 的場 均 浦河 駿河牧場 458－101：39．3� 35．0�
36 コ ア ク マ 牝2鹿 54

53 ☆嶋田 純次内田 玄祥氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 402－ 21：39．72� 23．8	
24 クラウンイヴ 牝2青 54 田辺 裕信
クラウン 矢野 英一 日高 クラウン日高牧場 428－ 2 〃 クビ 16．9�
611 サンタレジーナ 牝2栗 54 北村 宏司吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 アタマ 12．7�
48 グレースグランド 牝2鹿 54 大野 拓弥�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 442± 01：39．8クビ 32．5
35 デンジャラー 牝2黒鹿54 西田雄一郎 �静内白井牧場 南田美知雄 日高 木村牧場 440－101：39．9� 199．1�
12 ヴァンデミエール 牝2鹿 54 田中 博康�ミルファーム 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 21：40．0� 32．1�
59 ミスキティラビット 牝2青鹿54 江田 照男喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 430－ 81：40．74 68．0�
816 オーマイレディ 牝2栗 54 石橋 脩村田 哲朗氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 458＋ 4 〃 ハナ 20．4�
23 アキノムーン 牝2黒鹿54 黛 弘人穐吉 正孝氏 蛯名 利弘 浦河 秋場牧場 414± 0 〃 クビ 243．7�
713 カシノトロピカル 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 宮崎 田上 勝雄 380－ 21：41．65 311．6�
47 タイムトラベラー 牝2黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 城地 清満 428－ 41：41．81 309．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，104，200円 複勝： 42，823，900円 枠連： 15，029，200円
馬連： 57，566，700円 馬単： 35，288，400円 ワイド： 27，060，200円
3連複： 74，074，900円 3連単： 115，906，500円 計： 389，854，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 190円 � 140円 枠 連（6－8） 650円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 520円 �� 300円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 7，250円

票 数

単勝票数 計 221042 的中 � 57312（1番人気）
複勝票数 計 428239 的中 � 94811（1番人気）� 50378（4番人気）� 88752（2番人気）
枠連票数 計 150292 的中 （6－8） 17069（3番人気）
馬連票数 計 575667 的中 �� 37466（5番人気）
馬単票数 計 352884 的中 �� 13894（6番人気）
ワイド票数 計 270602 的中 �� 12121（5番人気）�� 24164（1番人気）�� 17523（3番人気）
3連複票数 計 740749 的中 ��� 43113（2番人気）
3連単票数 計1159065 的中 ��� 11801（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．2―36．6―49．3―1：02．2―1：14．9―1：26．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．5―3F36．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ツクバアスナロ �
�
父 サムライハート �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．8．10 新潟2着

2011．5．11生 牝2鹿 母 メジロヒラリー 母母 メジロドーベル 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※ヴァンデミエール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

25038 9月15日 雨 不良 （25中山4）第4日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時40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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

59 ダイチヴュルデ 牡2鹿 54 宮崎 北斗 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 432－ 81：12．7 6．6�
23 アーネストミノル 牡2鹿 54 三浦 皇成吉岡 實氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 438＋ 21：13．02 29．8�
11 ダイメイリシャール 牡2栗 54 柴田 善臣宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 464± 01：13．42� 7．6�
612 カンナカムイ 牡2鹿 54 木幡 初広日下部勝德氏 土田 稔 新冠 石田牧場 468－ 6 〃 ハナ 2．8�
24 ディアポジション 牡2黒鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 464＋ 81：13．5� 34．4�
12 ヴァンクレメンツ �2芦 54

52 △横山 和生日下部勝德氏 黒岩 陽一 新ひだか 森 俊雄 468± 01：13．71	 147．1	
47 オ ク リ モ ノ 牝2栗 54 柴田 大知�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 480＋ 81：13．8
 9．8

713 カガグレイハート 牡2芦 54

51 ▲長岡 禎仁香川 憲次氏 高市 圭二 新ひだか マークリ牧場 428＋ 6 〃 ハナ 346．3�
36 フヨウアーミーデー 牡2鹿 54

52 △杉原 誠人刈屋 �氏 高市 圭二 新ひだか 岡田 隆志 470＋121：14．01 82．4
815 シゲルキシュウ 牡2芦 54 大野 拓弥森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 長浜 秀昭 464± 0 〃 ハナ 3．4�
816 コスモロザラム 牡2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか グランド牧場 B458－161：14．53 13．7�
611 ビバサクラサクラ 牡2鹿 54 小島 太一池住 安信氏 小島 太 新ひだか キヨタケ牧場 406－141：14．81
 32．3�
35 ブックマークレット 牡2鹿 54 吉田 豊島田 久氏 小野 次郎 日高 今井牧場 476－101：15．22� 44．9�
48 モリトラッキー 牡2黒鹿 54

51 ▲原田 和真石橋 忠之氏 小桧山 悟 えりも エクセルマネジメント 478－181：15．41	 305．4�
714 ド ー タ ン 牡2黒鹿54 武士沢友治�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 448－ 6 〃 ハナ 200．0�
510 クリノパンテオン 牡2鹿 54 津村 明秀栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 辻 牧場 432－101：15．71
 338．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，309，900円 複勝： 39，069，000円 枠連： 12，897，300円
馬連： 50，235，100円 馬単： 32，928，400円 ワイド： 23，902，600円
3連複： 62，514，800円 3連単： 108，761，600円 計： 351，618，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 250円 � 670円 � 280円 枠 連（2－5） 3，720円

馬 連 �� 5，850円 馬 単 �� 9，650円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 850円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 12，990円 3 連 単 ��� 74，260円

票 数

単勝票数 計 213099 的中 � 25631（3番人気）
複勝票数 計 390690 的中 � 45518（3番人気）� 13342（7番人気）� 39578（4番人気）
枠連票数 計 128973 的中 （2－5） 2563（15番人気）
馬連票数 計 502351 的中 �� 6346（17番人気）
馬単票数 計 329284 的中 �� 2520（31番人気）
ワイド票数 計 239026 的中 �� 3539（17番人気）�� 7194（11番人気）�� 2836（23番人気）
3連複票数 計 625148 的中 ��� 3554（38番人気）
3連単票数 計1087616 的中 ��� 1081（204番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―12．1―12．5―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―35．1―47．6―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイチヴュルデ �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 オ ー ス デビュー 2013．8．3 新潟2着

2011．4．18生 牡2鹿 母 ヴィヴァーチェ 母母 デピュティアディラ 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ダイチヴュルデ号の騎手宮崎北斗は，発走直後に外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・11番・12

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） 1頭 カリカリクン号
（非抽選馬） 2頭 サクセスコード号・ドゥクトル号

第４回 中山競馬 第４日



25039 9月15日 雨 不良 （25中山4）第4日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時10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

47 タカラジャンヌ 牝2鹿 54
52 △横山 和生村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 414＋ 61：38．8 29．7�

611 コスモベツァーリ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 日高 戸川牧場 436＋ 21：38．9� 17．5�
23 ヒカルカミヒコーキ 牡2鹿 54 横山 典弘髙橋 京子氏 栗田 博憲 新冠 守矢牧場 490－ 2 〃 クビ 2．0�
12 マイネルジパング 牡2栗 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 41：39．11� 7．5�
11 テイエムペガサス 牝2黒鹿54 松岡 正海竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 長浜牧場 448－ 81：39．2	 22．5	
816 アイヅラブリー 牝2鹿 54 丸田 恭介真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 464－ 61：39．3	 92．2

815 キネオメジャー 牡2栗 54 石橋 脩吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 458－ 41：39．51� 4．2�
59 イーグルアモン 牝2鹿 54 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 442＋ 8 〃 アタマ 9．9�
612 デグニティクローズ 牡2鹿 54 大野 拓弥�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 41：39．71� 46．3
36 マイネウェリナ 牝2芦 54 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 タニグチ牧場 402－ 81：39．9� 16．2�
24 コスモツケマ 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 450＋121：40．32	 28．2�
713 リネンウッド 牡2栗 54

51 ▲伴 啓太戸山 光男氏 南田美知雄 新冠 村上 雅規 396－ 21：40．4クビ 360．3�
714 オキテスグメシ 牡2栗 54 田中 博康福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 高橋 修 424－ 81：41．67 280．5�
35 ユメノナカヘ 牝2青鹿54 黛 弘人�ミルファーム 伊藤 伸一 日高 小西ファーム 452± 01：41．91� 71．2�
48 シネマモンスター 牝2栗 54

51 ▲原田 和真吉田 千津氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 412＋ 21：42．0	 389．2�
510 バラノカオリ 牝2栗 54 的場 勇人�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 454－ 21：42．85 420．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，236，300円 複勝： 37，675，800円 枠連： 14，445，400円
馬連： 53，266，900円 馬単： 38，853，000円 ワイド： 27，446，100円
3連複： 67，226，300円 3連単： 126，603，500円 計： 390，753，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，970円 複 勝 � 500円 � 310円 � 130円 枠 連（4－6） 6，310円

馬 連 �� 18，500円 馬 単 �� 41，990円

ワ イ ド �� 3，930円 �� 980円 �� 590円

3 連 複 ��� 9，750円 3 連 単 ��� 134，060円

票 数

単勝票数 計 252363 的中 � 6714（9番人気）
複勝票数 計 376758 的中 � 14138（9番人気）� 25738（5番人気）� 118341（1番人気）
枠連票数 計 144454 的中 （4－6） 1690（21番人気）
馬連票数 計 532669 的中 �� 2126（40番人気）
馬単票数 計 388530 的中 �� 683（84番人気）
ワイド票数 計 274461 的中 �� 1620（39番人気）�� 6922（10番人気）�� 12185（4番人気）
3連複票数 計 672263 的中 ��� 5093（31番人気）
3連単票数 計1266035 的中 ��� 697（333番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．5―49．0―1：02．2―1：14．6―1：26．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．8―3F36．6

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

勝馬の
紹 介

タカラジャンヌ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．7 福島8着

2011．2．23生 牝2鹿 母 タカラサイレンス 母母 ミ ア カ ー ラ 3戦1勝 賞金 5，000，000円

25040 9月15日 曇 不良 （25中山4）第4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

48 エムオータイガー 牡3栗 56 横山 典弘大浅 貢氏 尾形 和幸 日高 藤本 直弘 488－ 21：12．4 3．5�
510 サクラプリムローズ 牝3黒鹿54 吉田 隼人�さくらコマース牧 光二 新ひだか 西村 和夫 450－ 8 〃 クビ 5．5�
12 ノアメロディ 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人佐山 公男氏 天間 昭一 新冠 飛渡牧場 456＋ 81：12．61� 7．4�
35 ブロンドムスタング 牝3栗 54

52 △横山 和生髙野 葉子氏 小西 一男 新冠 中央牧場 448－141：12．81� 23．1�
714 エアコダリー 牝3鹿 54 津村 明秀 �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 428＋ 81：12．9� 14．0�
612 ハナレイビーチ 牝3栗 54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 小島 茂之 千歳 社台ファーム 470＋ 61：13．0� 3．7	
24 アステールタキオン 牝3栗 54 大庭 和弥鈴木 伸昭氏 清水 英克 新ひだか 静内山田牧場 476＋ 41：13．1� 100．5

23 ヤマニンソルシェ 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 440＋ 21：13．42 8．4�
611 ゴールドマズル 牡3鹿 56 田中 博康河村 祥史氏 嶋田 潤 登別 ユートピア牧場 462＋ 8 〃 ハナ 18．6�
59 コウジンチーター 牝3鹿 54 武士沢友治加藤 興一氏 菅原 泰夫 新ひだか 山野牧場 424－ 61：13．5クビ 257．3
36 レ ー ス ル 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 420＋10 〃 クビ 216．5�
815 ポ タ ラ カ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 小野 秀治 444＋ 81：13．6� 31．5�
47 ミ ヅ ハ ノ メ 牝3青鹿54 黛 弘人田上 雅春氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 460＋101：13．7� 328．1�
816 メイショウパーサー 牡3黒鹿56 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 斉藤英牧場 468＋ 41：14．23 187．7�
11 マリアベール 牝3栗 54 松岡 正海島田 久氏 尾関 知人 新ひだか 平野牧場 494－ 11：15．15 28．0�
713 ヴィヴィッド 牝3鹿 54 柴田 大知髙野 葉子氏 小野 次郎 新冠 中央牧場 426± 01：15．63 286．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，106，000円 複勝： 39，963，000円 枠連： 15，095，600円
馬連： 56，686，800円 馬単： 35，465，900円 ワイド： 27，875，800円
3連複： 71，539，000円 3連単： 124，170，200円 計： 395，902，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 210円 � 210円 枠 連（4－5） 990円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 470円 �� 520円 �� 910円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 15，920円

票 数

単勝票数 計 251060 的中 � 57013（1番人気）
複勝票数 計 399630 的中 � 87835（1番人気）� 44917（4番人気）� 46671（3番人気）
枠連票数 計 150956 的中 （4－5） 11314（4番人気）
馬連票数 計 566868 的中 �� 36534（3番人気）
馬単票数 計 354659 的中 �� 11711（6番人気）
ワイド票数 計 278758 的中 �� 15320（3番人気）�� 13632（5番人気）�� 7163（11番人気）
3連複票数 計 715390 的中 ��� 15079（11番人気）
3連単票数 計1241702 的中 ��� 5759（36番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―12．6―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．4―47．0―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エムオータイガー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Honor Grades デビュー 2013．2．23 中山8着

2010．5．16生 牡3栗 母 ステファニーモモ 母母 Full Time Friend 6戦1勝 賞金 5，190，000円
※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。
（非抽選馬） 7頭 イノチノカギリ号・グッドフューチャー号・サンテレーズ号・ストロングホールド号・ダイワフレーム号・

ヘイブンズギフト号・ヤマニンモントル号



25041 9月15日 曇 不良 （25中山4）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時30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
1：46．0

良
良

812 コスモイノセント 牡2青鹿54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 446 ―1：55．5 12．5�
44 スプリングアップ 牡2鹿 54 吉田 豊スリースターズレーシング 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 464 ―1：55．71� 26．6�
55 ワンハンドカット 牡2鹿 54 三浦 皇成丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 500 ―1：55．8クビ 10．2�
811 ストロングサウザー 牡2鹿 54 北村 宏司村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 462 ― 〃 ハナ 2．2�
710 ポートサイドカフェ 牡2黒鹿54 田辺 裕信谷掛 龍夫氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 456 ― 〃 ハナ 38．4�
79 ウェルシュハープ 牝2栗 54 柴田 善臣広尾レース� 藤沢 和雄 大樹 大樹ファーム 490 ―1：56．22� 9．4	
68 プリュヴィオーズ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行
ミルファーム 伊藤 大士 浦河 福田牧場 446 ― 〃 アタマ 87．1�
22 ダノンブロンコ 牡2鹿 54 田中 勝春�ダノックス 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 482 ―1：56．3クビ 6．1�
11 ヒカルマナムスメ 牝2鹿 54 横山 典弘髙橋 京子氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 424 ― 〃 アタマ 7．8
56 シゲルヒュウガ 牡2栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 山田牧場 466 ―1：56．51� 66．6�
33 モンサンカノープス 牡2鹿 54 吉田 隼人山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 522 ―1：56．71� 8．8�
67 ソナーポケット 牝2栗 54

53 ☆嶋田 純次小林 昌志氏 尾形 充弘 日高 メイプルファーム 436 ―1：57．65 124．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 25，739，200円 複勝： 36，342，400円 枠連： 12，643，400円
馬連： 49，562，300円 馬単： 35，218，800円 ワイド： 23，169，500円
3連複： 61，710，400円 3連単： 114，823，800円 計： 359，209，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 450円 � 600円 � 290円 枠 連（4－8） 2，680円

馬 連 �� 14，740円 馬 単 �� 31，820円

ワ イ ド �� 3，380円 �� 1，720円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 40，310円 3 連 単 ��� 298，390円

票 数

単勝票数 計 257392 的中 � 16235（7番人気）
複勝票数 計 363424 的中 � 20848（7番人気）� 14959（8番人気）� 36766（5番人気）
枠連票数 計 126434 的中 （4－8） 3486（13番人気）
馬連票数 計 495623 的中 �� 2482（36番人気）
馬単票数 計 352188 的中 �� 817（72番人気）
ワイド票数 計 231695 的中 �� 1667（35番人気）�� 3351（21番人気）�� 3115（25番人気）
3連複票数 計 617104 的中 ��� 1130（92番人気）
3連単票数 計1148238 的中 ��� 284（591番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―26．1―39．0―52．5―1：06．2―1：19．6―1：32．1―1：44．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F35．9
1
3
5，12（1，10）（4，11）3，6，9（2，8）＝7・（5，12）10（1，4，11）（3，6，9）（2，8）－7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモイノセント �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2011．4．11生 牡2青鹿 母 フジノプログレス 母母 アンドロジェニー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

25042 9月15日 曇 不良 （25中山4）第4日 第6競走 ��
��1，800�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 4，000，000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

510� シェーンメーア 牡3青鹿 56
54 △杉原 誠人窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Stone Farm 542± 01：53．6 1．8�

816 キルタンサス 牡3栗 56 松岡 正海山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 442＋ 21：53．7� 9．7�
713 キネオストロング 牡3黒鹿56 田辺 裕信吉田 千津氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 470± 01：54．01	 6．0�
24 クォンタムビット 牡3栗 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 446－121：54．21� 40．4�
48 シルバーフォンテン 牡3芦 56 吉田 豊吉橋 計氏 戸田 博文 えりも 寺井 文秀 460－ 61：54．51	 4．0�
35 プリエールエスペレ 牡3栗 56

54 △横山 和生 �グリーンファーム鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B518＋191：54．6� 120．4	
612 ウ シ ュ マ ル 牡3鹿 56 勝浦 正樹日下部勝德氏 松山 将樹 平取 スガタ牧場 502－ 41：55．23� 157．1

23 ベストリッジライン 牡3栗 56 大野 拓弥 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 平取 坂東牧場 494＋ 21：55．51	 226．3�
11 リーサムフェア 牝3鹿 54 平野 優平田 修氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 486－ 41：55．6クビ 321．3
12 ボーンチャイナ 牝3栗 54 石橋 脩吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 442± 01：55．7	 55．5�
714� コスモヘプタッド 牡3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 上原 博之 豪 Pomerol

Pty Ltd 444－ 4 〃 ハナ 64．4�
47 ポートドラルーン 牝3芦 54 津村 明秀 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 41：55．91
 25．7�
59 リベラリスト 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 470＋ 41：56．0� 76．1�
611 ヤマニンバニーユ 牝3栗 54

53 ☆嶋田 純次土井 肇氏 中川 公成 浦河 廣田 伉助 410± 01：56．42� 339．3�
36 ハッピーハレルヤ 牡3鹿 56 丸山 元気志村 幸彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 466＋ 61：56．72 298．4�
815 アポロンバローズ 牡3黒鹿56 江田 照男猪熊 広次氏 尾形 和幸 新冠 石郷岡 雅樹 506－ 2 （競走中止） 34．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，388，100円 複勝： 42，458，400円 枠連： 17，641，400円
馬連： 58，131，900円 馬単： 43，769，100円 ワイド： 28，158，900円
3連複： 73，064，000円 3連単： 150，340，100円 計： 444，951，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 180円 � 170円 枠 連（5－8） 600円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 370円 �� 330円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 4，850円

票 数

単勝票数 計 313881 的中 � 142501（1番人気）
複勝票数 計 424584 的中 � 139921（1番人気）� 48729（4番人気）� 58484（3番人気）
枠連票数 計 176414 的中 （5－8） 21892（3番人気）
馬連票数 計 581319 的中 �� 48449（3番人気）
馬単票数 計 437691 的中 �� 29777（4番人気）
ワイド票数 計 281589 的中 �� 19545（3番人気）�� 22037（2番人気）�� 11704（6番人気）
3連複票数 計 730640 的中 ��� 37651（3番人気）
3連単票数 計1503401 的中 ��� 22919（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．4―50．1―1：02．3―1：14．5―1：27．0―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F39．1
1
3
1，8，5（9，16）12（4，10，14）7，2，6，11，13－3＝15・（1，8，16）5（12，10）（14，13）4，7（2，9）11，3＝6

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

勝馬の
紹 介

�シェーンメーア �
�
父 Arch �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2012．6．10 東京7着

2010．4．21生 牡3青鹿 母 Chatham 母母 Circle of Gold 4戦1勝 賞金 5，800，000円
〔競走中止〕 アポロンバローズ号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため1コーナーで競走中止。
※アポロンバローズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



25043 9月15日 曇 不良 （25中山4）第4日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，200，000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
1：58．0
1：56．1

良
良

713 ノーブルジュピタ 牝3鹿 52 江田 照男吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 秋田牧場 426－ 42：01．8 6．8�
11 カ ナ ル ナ ニ 牝3芦 52 勝浦 正樹 �社台レースホース鈴木 康弘 安平 追分ファーム 482＋ 42：02．11� 8．5�
48 インナーアージ 牝3鹿 52 北村 宏司 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 426－ 2 〃 クビ 3．2�
612 ダイアゴナルクロス 牝3鹿 52 大野 拓弥 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 486－ 22：02．31 3．2�
36 ラムーレブルー 牝3栗 52 荻野 琢真 �キャロットファーム 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 406± 02：02．72� 77．6	
23 ナイトブルーミング 牝3芦 52 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 448＋ 2 〃 アタマ 23．7

815 マイネマキアージュ 牝4黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 432－ 22：03．12� 30．7�
510 ルミナスレッド 牝4鹿 55 松岡 正海岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 82：03．2クビ 9．8�
24 フローズンムーン 牝3鹿 52 柴田 善臣 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 464－ 82：03．41� 17．4
816	 レインボーカムカム 牝4栗 55 宮崎 北斗飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 432－ 6 〃 ハナ 216．0�
35 エアカリナン 牝4鹿 55 武士沢友治 �ラッキーフィールド大竹 正博 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 クビ 21．3�
59 	 トーセンビクトリア 牝4鹿 55 田辺 裕信島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 422＋ 22：03．93 126．7�
714 バトルトウショウ 牝3黒鹿52 吉田 豊トウショウ産業� 小笠 倫弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 436－ 22：04．11� 270．2�
12 ヤサカオディール 牝4黒鹿55 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 422－ 62：04．73� 323．6�
611 スイートマズルカ 牝3黒鹿 52

49 ▲花田 大昂シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B452± 02：05．87 366．1�
47 セプタードアイル 牝4黒鹿55 吉田 隼人 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：07．7大差 21．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，218，800円 複勝： 44，278，600円 枠連： 18，587，800円
馬連： 74，384，000円 馬単： 43，415，600円 ワイド： 31，626，200円
3連複： 87，585，200円 3連単： 158，202，000円 計： 485，298，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 200円 � 250円 � 160円 枠 連（1－7） 2，860円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 6，280円

ワ イ ド �� 980円 �� 550円 �� 660円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 28，440円

票 数

単勝票数 計 272188 的中 � 31632（3番人気）
複勝票数 計 442786 的中 � 59188（3番人気）� 42234（4番人気）� 84272（2番人気）
枠連票数 計 185878 的中 （1－7） 4802（12番人気）
馬連票数 計 743840 的中 �� 17860（11番人気）
馬単票数 計 434156 的中 �� 5110（22番人気）
ワイド票数 計 316262 的中 �� 7728（10番人気）�� 14788（4番人気）�� 11951（6番人気）
3連複票数 計 875852 的中 ��� 17486（9番人気）
3連単票数 計1582020 的中 ��� 4106（81番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．1―12．0―12．5―12．4―12．7―12．6―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―35．4―47．4―59．9―1：12．3―1：25．0―1：37．6―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノーブルジュピタ �
�
父 アドマイヤジュピタ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2012．10．20 東京7着

2010．2．15生 牝3鹿 母 アイアイボタン 母母 ユーワジョイナー 7戦2勝 賞金 12，920，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セプタードアイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月15日まで平地

競走に出走できない。
※ヤサカオディール号・レインボーカムカム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

25044 9月15日 晴 不良 （25中山4）第4日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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

713 サトノレオパード �4鹿 57 柴田 善臣里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 492＋ 21：51．9 3．3�
23 オパールパワー 牡4芦 57 丸山 元気居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム B570－ 61：52．32� 41．2�
22 レオネプチューン 牡5鹿 57 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 474± 01：52．51� 201．4�
815 モルダバイト 牡3芦 54 松岡 正海岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 B520－ 81：52．81� 2．1�
11 マイネルソウル 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 B492± 0 〃 クビ 84．3�
59 ノーブルガイア 牝4黒鹿55 吉田 豊菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 442＋ 2 〃 アタマ 241．9	
58 フレンドワン 牡4黒鹿57 石神 深一戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 474＋ 61：52．9クビ 40．7

47 コ ウ ジ ョ ウ 牡3栗 54 横山 義行小菅 定雄氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 518± 0 〃 アタマ 51．7�
814 フェアリーガーデン 牝4鹿 55

52 ▲花田 大昂田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 440－ 21：53．0� 376．0�
34 ゴールドメイン 牡3栗 54

52 △杉原 誠人嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 446＋ 61：53．21	 14．6
611 ハリマヤヨサコイ 牡3鹿 54

52 △横山 和生西森 鶴氏 的場 均 新冠 田渕牧場 B470－ 81：53．41� 11．2�
35 ケツァルコアトル 牡3青鹿54 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 516＋12 〃 ハナ 18．3�
46 ネオヴァンデロア 牡3黒鹿54 北村 宏司小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 512＋ 41：53．6� 7．1�
610 メ イ ラ ー ド 牡3栗 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 460－101：55．09 123．0�
712 ケイアイジーニアス 牡4鹿 57 田辺 裕信亀田 和弘氏 斎藤 誠 新ひだか 折手牧場 436－181：55．42� 52．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，679，400円 複勝： 48，693，700円 枠連： 21，037，200円
馬連： 79，697，500円 馬単： 50，029，600円 ワイド： 35，317，700円
3連複： 95，133，400円 3連単： 184，143，100円 計： 545，731，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 880円 � 2，880円 枠 連（2－7） 7，150円

馬 連 �� 8，740円 馬 単 �� 10，870円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 5，770円 �� 25，490円

3 連 複 ��� 185，250円 3 連 単 ��� 734，590円

票 数

単勝票数 計 316794 的中 � 76280（2番人気）
複勝票数 計 486937 的中 � 104314（2番人気）� 12296（8番人気）� 3505（13番人気）
枠連票数 計 210372 的中 （2－7） 2174（16番人気）
馬連票数 計 796975 的中 �� 6734（24番人気）
馬単票数 計 500296 的中 �� 3397（32番人気）
ワイド票数 計 353177 的中 �� 4201（21番人気）�� 1501（41番人気）�� 336（79番人気）
3連複票数 計 951334 的中 ��� 379（197番人気）
3連単票数 計1841431 的中 ��� 185（872番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．7―49．4―1：01．3―1：13．6―1：26．1―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノレオパード �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．10．16 東京7着

2009．5．5生 �4鹿 母 バトルエンプレス 母母 レディータイクーン 15戦2勝 賞金 26，530，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 ネオヴァンデロア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ネオヴァンデロア号は，発走調教再審査。



25045 9月15日 晴 重 （25中山4）第4日 第9競走 ��
��1，800�

し ろ い

白 井 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

白井市長賞（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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

55 コウヨウレジェンド �5鹿 57 北村 宏司寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 504－101：50．7 18．5�
77 	 シベリアンスパーブ 牡4鹿 57 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 492－ 6 〃 クビ 2．9�
33 オペラダンシング 牡4黒鹿57 吉田 豊鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 460＋121：51．02 2．1�
11 エーブフウジン 牡5栗 57 大野 拓弥 �レーシングホース

ジャパン 高橋 文雅 新ひだか ダイイチ牧場 B496＋10 〃 アタマ 13．9�
66 	 エレガンテココ 牝5青 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 城地 清満 440± 01：51．21
 5．7�
44 フェイルノート �6青鹿57 田辺 裕信 	キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：51．41
 9．9

22 	 トーセンインディ 牝5芦 55 江田 照男島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 438± 01：51．71� 34．7�
（7頭）

売 得 金
単勝： 32，314，500円 複勝： 32，844，600円 枠連： 発売なし
馬連： 72，657，700円 馬単： 51，540，300円 ワイド： 24，961，200円
3連複： 74，356，600円 3連単： 268，866，300円 計： 557，541，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 700円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 6，890円

ワ イ ド �� 620円 �� 470円 �� 140円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 17，770円

票 数

単勝票数 計 323145 的中 � 13797（6番人気）
複勝票数 計 328446 的中 � 14633（6番人気）� 90962（2番人気）
馬連票数 計 726577 的中 �� 20451（10番人気）
馬単票数 計 515403 的中 �� 5524（23番人気）
ワイド票数 計 249612 的中 �� 7603（11番人気）�� 10515（9番人気）�� 63269（1番人気）
3連複票数 計 743566 的中 ��� 43137（4番人気）
3連単票数 計2688663 的中 ��� 11169（59番人気）

ハロンタイム 13．3―12．6―12．4―12．8―12．1―12．2―12．0―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．9―38．3―51．1―1：03．2―1：15．4―1：27．4―1：38．9

コーナー
通過順位

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

2
4
6－7，3，5（1，4）－2・（6，7）（3，5）4，1，2

勝馬の
紹 介

コウヨウレジェンド 
�
父 ロイヤルタッチ 

�
母父 ミナガワマンナ デビュー 2010．11．20 東京1着

2008．2．10生 �5鹿 母 アサヒマーキュリー 母母 タニワーデン 20戦3勝 賞金 35，422，000円
〔制裁〕 シベリアンスパーブ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

25046 9月15日 晴 重 （25中山4）第4日 第10競走 ��
��1，200�

は つ か ぜ

初 風 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）
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

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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

47 ツインクルスター 牝4栗 55 江田 照男岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 21：09．0 2．4�
59 ワキノブレイブ 牡3青鹿55 田辺 裕信脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 468－12 〃 クビ 5．1�
816 ラヴァーズポイント 牝3青鹿53 吉田 隼人三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 昭和牧場 496＋ 21：09．42� 7．6�
714 フレイムヘイロー 牡5栗 57 大庭 和弥�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 492－ 41：09．5� 11．8�
611	 トレノソルーテ 
7鹿 57 宮崎 北斗戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 B520－ 6 〃 アタマ 121．3�
48 マルターズグロウヴ 牡5黒鹿57 松岡 正海藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 502＋ 81：09．6� 220．1	
35 � アステールネオ 牝3栗 53 石崎 隆之鈴木 伸昭氏 佐藤 賢二 新ひだか 静内山田牧場 466＋ 21：09．7クビ 7．9


（船橋） （船橋）

12 スリーアルテミス 牝5鹿 55 丸山 元気永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 B458－10 〃 ハナ 44．0�
36 ワンダフルジュエル 牝3鹿 53 丸田 恭介�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 448－ 21：09．8� 91．5
815 シャドウエミネンス 牡5栗 57 田中 勝春飯塚 知一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 472＋ 21：09．9� 13．2�
11 	 レッドガルシア 牡4栗 57 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B500－ 41：10．11 14．2�
713 ネオヴァンクル 牡4栗 57 秋山真一郎小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 522＋ 21：10．2� 35．1�
24 ジンセイハオマツリ 牡3黒鹿55 三浦 皇成小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 462－18 〃 アタマ 20．3�
612 ジョージジョージ 牡3栗 55 勝浦 正樹北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 438± 01：10．3クビ 155．7�
510 ウネントリッヒ 牝6栗 55 大野 拓弥宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 B456－ 61：10．72� 187．2�
23 コスモアンダルシア 牝3鹿 53 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 21：11．23 71．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，286，900円 複勝： 63，555，000円 枠連： 32，038，000円
馬連： 142，572，900円 馬単： 78，887，900円 ワイド： 48，305，700円
3連複： 164，375，300円 3連単： 318，894，300円 計： 891，916，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 160円 � 260円 枠 連（4－5） 560円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 290円 �� 480円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 5，410円

票 数

単勝票数 計 432869 的中 � 146928（1番人気）
複勝票数 計 635550 的中 � 171739（1番人気）� 108326（2番人気）� 46665（5番人気）
枠連票数 計 320380 的中 （4－5） 42653（1番人気）
馬連票数 計1425729 的中 �� 168567（1番人気）
馬単票数 計 788879 的中 �� 64795（1番人気）
ワイド票数 計 483057 的中 �� 46746（1番人気）�� 24090（3番人気）�� 15092（8番人気）
3連複票数 計1643753 的中 ��� 69657（2番人気）
3連単票数 計3188943 的中 ��� 43541（2番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．1―11．4―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．6―45．0―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツインクルスター �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2011．12．10 中山2着

2009．4．16生 牝4栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 16戦4勝 賞金 57，182，000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 カゼニタツライオン号・ヤサカシャイニー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１レース目 ３レース目



25047 9月15日 晴 不良 （25中山4）第4日 第11競走 ��
��1，800�ラ ジ オ 日 本 賞

発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳52�4歳以上55�，牝馬
2�減，収得賞金1，000万円超過馬は超過額1，100万円毎1�増

ラジオ日本賞（1着）
賞 品

本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

510 グラッツィア 牡5鹿 56 柴田 善臣山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 488＋ 61：50．0 18．9�
36 ベルシャザール 牡5青鹿55 吉田 豊 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 536－ 41：50．42� 2．5�
12 ツクバコガネオー 	5栗 56 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 524＋ 21：50．61
 15．0�
816 ナムラビクター 牡4鹿 55 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 502－ 61：50．81
 17．3�
815 マーチャンテイマー 牝4鹿 54 田辺 裕信飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 472－ 2 〃 クビ 23．9�
23 インカンテーション 牡3鹿 54 大野 拓弥�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 478－ 81：50．9クビ 2．9	
713 スタッドジェルラン 牡7栗 57 横山 典弘久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 500± 01：51．11� 6．6

35 サイレントメロディ 牡6青 59 丸山 元気 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 486－121：51．2� 91．1�
11 ナイトフッド 牡7青鹿56 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B514± 01：51．3� 92．9�
714 セ イ リ オ ス 牡6鹿 56 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B482－ 6 〃 ハナ 81．2
612 ス エ ズ 	8鹿 56 松岡 正海吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 510－ 2 〃 クビ 391．0�
24 メテオロロジスト 牡6栗 56 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 512＋ 61：51．4クビ 11．7�
47 ドリームセーリング 牡6栗 56 江田 照男セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 470－ 41：52．99 81．3�
59 � イ ン バ ル コ 牡7鹿 59 丸田 恭介藤田 孟司氏 田島 良保 米 Takeshi

Fujita B522－ 4 〃 クビ 206．3�
48 メイショウエバモア 牡6芦 56 吉田 隼人松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 520－ 61：53．32� 219．1�
611 スズジュピター 牡8黒鹿56 津村 明秀小紫惠美子氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム 488＋ 41：53．72� 351．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 91，244，200円 複勝： 125，955，400円 枠連： 69，080，800円 馬連： 323，515，100円 馬単： 172，765，600円
ワイド： 102，984，500円 3連複： 398，273，300円 3連単： 829，679，600円 5重勝： 607，076，200円 計： 2，720，574，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 300円 � 140円 � 280円 枠 連（3－5） 2，190円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 6，880円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，610円 �� 620円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 40，980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����� 4，923，330円

票 数

単勝票数 計 912442 的中 � 38058（7番人気）
複勝票数 計1259554 的中 � 91770（6番人気）� 322846（1番人気）� 101322（4番人気）
枠連票数 計 690808 的中 （3－5） 23368（11番人気）
馬連票数 計3235151 的中 �� 107387（8番人気）
馬単票数 計1727656 的中 �� 18537（25番人気）
ワイド票数 計1029845 的中 �� 33498（8番人気）�� 15043（19番人気）�� 42638（4番人気）
3連複票数 計3982733 的中 ��� 59381（17番人気）
3連単票数 計8296796 的中 ��� 14944（132番人気）
5重勝票数 計6070762 的中 ����� 91

ハロンタイム 12．4―11．4―12．3―12．6―12．1―12．5―12．4―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．1―48．7―1：00．8―1：13．3―1：25．7―1：37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グラッツィア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2010．11．6 京都3着

2008．4．21生 牡5鹿 母 フェアリーバラード 母母 Angelic Song 22戦6勝 賞金 113，764，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 カリバーン号・ギャザーロージズ号・サニーサンデー号・ジョウノボヘミアン号・マイネルオベリスク号・

レジェトウショウ号

25048 9月15日 晴 不良 （25中山4）第4日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時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

612 ディアジーローズ 牝4青 55 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 新ひだか タイヘイ牧場 430± 01：11．4 20．5�
59 � ダークマレイン 牝4鹿 55 田辺 裕信門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 456＋ 21：11．5	 4．8�
36 サーストンデンバー 牡4鹿 57 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 B512－ 6 〃 クビ 23．7�
713 セトノブロッサム 牝3黒鹿 53

50 ▲花田 大昂難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 480＋201：11．6	 47．7�
510 ヴェルティゴ 牡4青鹿57 吉田 豊島田 久氏 尾関 知人 新冠 つつみ牧場 512－ 8 〃 ハナ 4．9�
24 ファイヤーヒース 牝3黒鹿53 村田 一誠�ノースヒルズ 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440＋181：11．7クビ 192．0	
12 ハヤブサフィーバー 牡4栗 57 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B496＋121：11．91
 49．0

714� モエレプレジデント 牡4黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 454＋ 71：12．11	 302．6�
816 ファンデルワールス �4鹿 57 嘉藤 貴行 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム B486± 01：12．2	 3．4
23 � アンディタード 牝4黒鹿55 北村 宏司�大樹ファーム 古賀 慎明 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 496＋281：12．62	 41．4�
35 シャトルアップ �5栗 57

55 △杉原 誠人広尾レース� 黒岩 陽一 様似 清水スタッド 500＋ 61：12．7	 62．0�
611 ナムラコンジョウ 牡3芦 55 横山 典弘奈村 信重氏 岩戸 孝樹 様似 林 時春 506＋ 6 〃 アタマ 3．9�
47 ミヤコライジング 牝4鹿 55 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 462＋ 41：13．55 121．9�
48 ジャストザオネスト 牡3黒鹿55 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 486＋201：13．92	 99．1�
815 フ ジ チ ャ ン 牝5鹿 55 丸田 恭介臼井義太郎氏 清水 英克 新ひだか 中田 英樹 482＋ 41：14．11	 18．2�
11 ピースオブアイ 牝4栗 55 津村 明秀星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 482± 01：14．2	 25．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，513，700円 複勝： 82，185，500円 枠連： 48，104，200円
馬連： 211，350，900円 馬単： 90，197，400円 ワイド： 69，018，500円
3連複： 211，789，600円 3連単： 407，168，100円 計： 1，182，327，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 760円 � 220円 � 470円 枠 連（5－6） 610円

馬 連 �� 8，750円 馬 単 �� 21，810円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 5，230円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 46，220円 3 連 単 ��� 308，830円

票 数

単勝票数 計 625137 的中 � 24060（6番人気）
複勝票数 計 821855 的中 � 25010（8番人気）� 116623（4番人気）� 43025（6番人気）
枠連票数 計 481042 的中 （5－6） 58608（3番人気）
馬連票数 計2113509 的中 �� 19037（26番人気）
馬単票数 計 901974 的中 �� 3053（64番人気）
ワイド票数 計 690185 的中 �� 6839（29番人気）�� 3199（44番人気）�� 10125（16番人気）
3連複票数 計2117896 的中 ��� 3382（117番人気）
3連単票数 計4071681 的中 ��� 973（651番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―12．3―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．4―45．7―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアジーローズ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2011．6．26 函館2着

2009．1．26生 牝4青 母 セイカシリアス 母母 サンデーズシス 13戦2勝 賞金 23，400，000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） 1頭 ヴァレンティーネ号
（非抽選馬） 4頭 オリアーナ号・ジプシーマイラブ号・フィンデルムンド号・フォレストピア号

５レース目



（25中山4）第4日 9月15日（日曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

不良後重
不良

競走回数 12回 出走頭数 178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

191，290，000円
9，280，000円
1，310，000円
16，190，000円
60，333，000円
4，628，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
439，141，200円
635，845，300円
276，600，300円
1，229，627，800円
708，360，000円
469，826，900円
1，441，642，800円
2，907，559，100円
607，076，200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 8，715，679，600円

総入場人員 17，473名 （有料入場人員 15，213名）
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