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25073 9月27日 曇 重 （27中山4）第7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

711 ポッドガゼール 牝2青鹿54 三浦 皇成小川眞査雄氏 武市 康男 新冠 川上 悦夫 456－ 21：54．2 9．5�
712 カ ム イ 牡2鹿 54 柴田 善臣川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 466＋ 21：54．73 112．1�
69 アシャカボラール 牡2栗 54

51 ▲伴 啓太吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 ラツキー牧場 466－ 2 〃 ハナ 17．9�
57 トラストナイト 牡2黒鹿54 吉田 豊菅波 雅巳氏 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 482± 01：55．01� 8．3�
814 ビレッジゴールド 牡2栗 54 柴田 大知村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 456－ 21：56．06 17．4�
813 ニシノライト 牡2栗 54 江田 照男西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 村上 欽哉 440－ 61：56．21� 193．1�
58 クリムゾンバローズ 牡2栗 54 田辺 裕信猪熊 広次氏 尾形 和幸 新冠 須崎牧場 500＋161：57．05 1．4	
45 リフリジェレーター 牝2鹿 54 黛 弘人青山 英昭氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 476± 01：57．42� 48．7

22 サンマルトゥーレ 牡2芦 54 吉田 隼人相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 450－ 21：58．88 121．9�
610 レ イ シ 牝2黒鹿54 田中 博康加藤 信之氏 蛯名 利弘 日高 シンボリ牧場 460＋ 41：59．11� 179．6�
11 グロウアビリティ 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 470± 01：59．73� 223．1
34 ナリノストレイト 牡2黒鹿54 柴山 雄一成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 542－ 2 〃 ハナ 7．4�
33 ライクアファルコン 牡2鹿 54

51 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 488＋101：59．91� 291．1�

46 タイキカイザー 牡2鹿 54 北村 宏司�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 508＋ 82：00．53� 21．6�
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売 得 金
単勝： 29，625，100円 複勝： 62，541，000円 枠連： 16，213，400円
馬連： 57，696，600円 馬単： 41，570，700円 ワイド： 33，910，600円
3連複： 86，265，700円 3連単： 142，368，700円 計： 470，191，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 420円 � 2，930円 � 670円 枠 連（7－7） 28，490円

馬 連 �� 27，700円 馬 単 �� 47，230円

ワ イ ド �� 5，670円 �� 1，470円 �� 7，150円

3 連 複 ��� 86，610円 3 連 単 ��� 475，650円

票 数

単勝票数 計 296251 的中 � 24853（4番人気）
複勝票数 計 625410 的中 � 42172（4番人気）� 5165（9番人気）� 24670（5番人気）
枠連票数 計 162134 的中 （7－7） 441（26番人気）
馬連票数 計 576966 的中 �� 1614（37番人気）
馬単票数 計 415707 的中 �� 660（65番人気）
ワイド票数 計 339106 的中 �� 1523（35番人気）�� 6095（15番人気）�� 1205（42番人気）
3連複票数 計 862657 的中 ��� 747（116番人気）
3連単票数 計1423687 的中 ��� 217（582番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．2―48．9―1：01．4―1：14．4―1：27．7―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F39．8
1
3

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

2
4

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

ポッドガゼール �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．8．15 札幌6着

2013．5．18生 牝2青鹿 母 トレノブレーヴィ 母母 ラピーナラピド 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グロウアビリティ号・ナリノストレイト号・ライクアファルコン号・タイキカイザー号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，平成27年10月27日まで平地競走に出走できない。

25074 9月27日 曇 稍重 （27中山4）第7日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時40分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

611 アドマイヤモラール 牡2黒鹿54 岩田 康誠近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：36．3 1．5�
35 ラスカルグレイ 牡2芦 54 内田 博幸岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 488± 01：36．4� 18．2�
713 ダイチラディウス 牡2鹿 54

52 △石川裕紀人 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 454－ 21：36．5� 85．0�
612 カキツバタチグサ 牡2鹿 54 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 500± 0 〃 ハナ 11．8�
12 アポロノホウリン 牡2鹿 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 464＋ 61：36．6クビ 7．8�
510 アルマラナキラ 牡2栗 54 三浦 皇成コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 浦新 徳司 448－ 6 〃 クビ 89．4	
48 マウシムトウショウ 牝2栗 54 津村 明秀トウショウ産業
 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478＋ 21：36．91� 157．9�
47 ワタシニマカセテ 牝2鹿 54 大庭 和弥髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 426＋ 2 〃 クビ 51．8�
714 ラガマフィン 牝2黒鹿54 蛯名 正義 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 ハナ 6．2
11 テイエムアムンゼン 牝2鹿 54 吉田 隼人竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 446＋ 81：37．1� 17．1�
23 ヴァイオリニスト 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 伊達 高橋農場 B442± 0 〃 クビ 27．1�
36 ニシノオウレイ 牝2黒鹿54 村田 一誠西山 茂行氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 516＋ 41：37．31 85．8�
59 マイネルラファル 牡2鹿 54 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 414＋ 61：37．51� 49．8�
816 ドリーミーモトヒメ 牝2青鹿 54

51 ▲井上 敏樹黒澤 尚氏 柴田 政人 新冠 石田牧場 428－ 21：37．6� 228．2�
815 スイートドリームス 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 前川 正美 398－ 21：38．13 358．0�
24 キンノオウカン 牡2鹿 54 田中 勝春田頭 勇貴氏 柄崎 孝 浦河 日東牧場 502＋ 21：40．2大差 215．9�
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売 得 金
単勝： 32，496，800円 複勝： 63，207，200円 枠連： 21，182，500円
馬連： 70，939，200円 馬単： 44，840，600円 ワイド： 40，958，600円
3連複： 91，406，800円 3連単： 143，231，100円 計： 508，262，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 330円 � 1，000円 枠 連（3－6） 1，060円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，880円 �� 8，550円

3 連 複 ��� 20，060円 3 連 単 ��� 48，930円

票 数

単勝票数 計 324968 的中 � 165150（1番人気）
複勝票数 計 632072 的中 � 338549（1番人気）� 27432（6番人気）� 7448（11番人気）
枠連票数 計 211825 的中 （3－6） 15473（4番人気）
馬連票数 計 709392 的中 �� 41149（4番人気）
馬単票数 計 448406 的中 �� 20332（6番人気）
ワイド票数 計 409586 的中 �� 20460（5番人気）�� 5465（18番人気）�� 1165（58番人気）
3連複票数 計 914068 的中 ��� 3417（57番人気）
3連単票数 計1432311 的中 ��� 2122（138番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．4―47．7―1：00．2―1：12．3―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤモラール �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー 2015．6．6 東京3着

2013．2．9生 牡2黒鹿 母 カツラドライバー 母母 ノーザンマイア 3戦1勝 賞金 8，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ジェネレーション号・ミザントロープ号

第４回 中山競馬 第７日



25075 9月27日 曇 重 （27中山4）第7日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時10分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，000，000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

611 ヴァシリーサ 牝3栗 54 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 520± 01：54．3 29．3�
714 ミスタービン 牡3鹿 56 M．デムーロ平川 浩之氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 462－ 81：54．51� 3．7�
47 � アメリカンストーム 牡3栗 56 田辺 裕信吉澤 克己氏 相沢 郁 米 Reiko Baum &

Michael Baum 528± 01：54．6クビ 4．2�
612 シゲルナマハゲ 牡3鹿 56 江田 照男森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 454＋101：54．7� 8．5�
24 バルタンセージ 	3鹿 56 柴山 雄一松田 整二氏 高柳 瑞樹 新ひだか 中橋 清 506± 0 〃 ハナ 4．7�
816� ウプルヴァン 	3鹿 56 岩田 康誠前田 幸治氏 萩原 清 米 Summer

Wind Farm B514－ 21：55．12� 73．2	
713 アサクサハヤブサ 牡3鹿 56 石橋 脩田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 510＋ 21：55．2クビ 51．5

48 スリーナイトダリア 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 野坂牧場 492－ 61：55．41
 291．8�
35 レイズユアハンズ 牡3鹿 56 勝浦 正樹�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B510± 0 〃 アタマ 6．0�
510 ダッシングブルー 牡3黒鹿56 柴田 大知 ブルーマネジメント畠山 吉宏 新冠 川上牧場 B500＋ 21：55．5� 17．3�
12 ダノンポラリス 牡3栗 56 北村 宏司ダノックス 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 484－ 61：55．82 11．3�
23 チーキーデヴィル 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹平賀 久枝氏 南田美知雄 日高 中原牧場 426＋ 21：56．75 138．2�
59 タニオブキャップ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太谷 研司氏 栗田 博憲 青森 諏訪牧場 506＋ 41：57．23 437．0�
815 ラモントゥル 牝3栗 54 嘉藤 貴行 �サンデーレーシング 奥平 雅士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 01：57．94 258．6�
36 � ハ オ ウ 牡3鹿 56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 英克 愛 Scuderia

Aleali 508－ 71：58．11
 124．2�
11 � フ レ ズ ノ 牡3鹿 56

54 △石川裕紀人 �シルクレーシング 古賀 慎明 独 Graf u. Grafin
v. Stauffenberg 470－ 61：59．710 57．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，818，900円 複勝： 47，408，700円 枠連： 18，458，300円
馬連： 72，581，700円 馬単： 37，938，400円 ワイド： 42，825，800円
3連複： 106，836，700円 3連単： 128，084，400円 計： 487，952，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，930円 複 勝 � 620円 � 170円 � 190円 枠 連（6－7） 750円

馬 連 �� 5，180円 馬 単 �� 13，530円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 1，750円 �� 450円

3 連 複 ��� 8，550円 3 連 単 ��� 83，500円

票 数

単勝票数 計 338189 的中 � 9222（8番人気）
複勝票数 計 474087 的中 � 14695（8番人気）� 87629（1番人気）� 71747（2番人気）
枠連票数 計 184583 的中 （6－7） 18898（1番人気）
馬連票数 計 725817 的中 �� 10854（21番人気）
馬単票数 計 379384 的中 �� 2102（45番人気）
ワイド票数 計 428258 的中 �� 7031（19番人気）�� 5992（22番人気）�� 26480（3番人気）
3連複票数 計1068367 的中 ��� 9366（30番人気）
3連単票数 計1280844 的中 ��� 1112（261番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．9―13．1―12．1―12．3―12．8―13．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．7―50．8―1：02．9―1：15．2―1：28．0―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

ヴァシリーサ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Pivotal デビュー 2015．6．27 東京9着

2012．4．11生 牝3栗 母 ペンカナプリンセス 母母 Tiriana 4戦1勝 賞金 5，200，000円
〔制裁〕 シゲルナマハゲ号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレズノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月27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。
（非当選馬） 1頭 フローレンスオーロ号

25076 9月27日 曇 重 （27中山4）第7日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走11時40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

611 デピュティプライム 牡2栗 54 M．デムーロ丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 466 ―1：11．5 3．0�
35 イ ザ 牡2鹿 54

51 ▲伴 啓太松田 整二氏 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 470 ―1：12．35 6．3�
47 ケイジーファルコン 牡2栗 54

52 △石川裕紀人鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 424 ―1：12．61� 8．2�
59 コパノチャンス 牡2栗 54 岩田 康誠小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 472 ―1：13．02� 3．5�
11 テンノサクラコ 牝2黒鹿54 田辺 裕信天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 470 ―1：13．42� 23．4�
23 ハ マ ナ ス 牝2青鹿54 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 日高 三城牧場 430 ―1：13．82� 13．1�
12 ジェイケイウィン 牝2鹿 54 柴山 雄一小谷野次郎氏 本間 忍 新ひだか 藤川フアーム 456 ―1：13．9クビ 98．1	
815 ヒロノブライアン 牡2黒鹿54 柴田 大知小野 博郷氏 土田 稔 新ひだか 野坂牧場 410 ―1：14．32� 33．1

510 ウ ジ ヒ メ 牝2鹿 54 武士沢友治藤沼 利夫氏 松山 将樹 浦河 高岸 順一 452 ― 〃 ハナ 80．9�
36 リワードリリアン 牝2青鹿 54

51 ▲井上 敏樹宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード 472 ―1：14．4� 22．5�

816 シ ゲ ル タ イ 牡2鹿 54 江田 照男森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか タイヘイ牧場 B468 ―1：15．35 78．5
714 レオベローナ 牝2栗 54 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 新ひだか 久米 和夫 442 ―1：15．51� 217．2�
24 ホ ー ミ ー 牡2黒鹿54 吉田 豊小林竜太郎氏 中川 公成 新冠 スカイビーチステーブル 434 ―1：15．82 9．7�
48 ブラーヴロワ 牡2鹿 54 宮崎 北斗平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 464 ―1：16．01� 146．9�
612 トミケンブリクセム 	2芦 54 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 和田正一郎 日高 三城牧場 432 ―1：16．53 70．6�
713 リ ュ ミ ヌ 牝2栗 54 村田 一誠鹽田 久義氏 浅野洋一郎 むかわ 小林 孝幸 396 ―1：17．56 307．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，333，400円 複勝： 38，272，400円 枠連： 19，612，000円
馬連： 58，919，300円 馬単： 34，311，100円 ワイド： 31，903，900円
3連複： 75，595，400円 3連単： 107，577，200円 計： 397，524，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 200円 � 230円 枠 連（3－6） 730円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 450円 �� 580円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 9，910円

票 数

単勝票数 計 313334 的中 � 81591（1番人気）
複勝票数 計 382724 的中 � 87079（1番人気）� 46200（3番人気）� 36930（4番人気）
枠連票数 計 196120 的中 （3－6） 20770（2番人気）
馬連票数 計 589193 的中 �� 42970（2番人気）
馬単票数 計 343111 的中 �� 14937（3番人気）
ワイド票数 計 319039 的中 �� 19203（2番人気）�� 14213（5番人気）�� 8153（11番人気）
3連複票数 計 755954 的中 ��� 19514（5番人気）
3連単票数 計1075772 的中 ��� 7869（15番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．8―12．5―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．7―47．2―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デピュティプライム �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2013．3．20生 牡2栗 母 ジ ャ ド ー ル 母母 イージーラヴァー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リュミヌ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月27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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 マグリット号・ラトーヌワイズ号



25077 9月27日 曇 稍重 （27中山4）第7日 第5競走 ��
��2，000�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
1：59．9
1：59．9

良
良

812� アメリカンヘブン 牡2鹿 54 岩田 康誠吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Bruce Smart 486 ―2：05．5 3．6�
33 ケイアイダイチャン 牡2鹿 54 内田 博幸亀田 和弘氏 加藤 征弘 新冠 石郷岡 雅樹 492 ―2：05．81� 3．7�
22 シュペルミエール 牡2栗 54 北村 宏司 �キャロットファーム 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500 ―2：06．01	 5．4�
68 カ ゲ ム シ ャ 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 日高 下河辺牧場 442 ―2：06．21	 132．6�
11 ダイワリアクション 牡2鹿 54 M．デムーロ大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496 ―2：06．41 6．3�
44 レ ギ オ ン 牡2鹿 54 吉田 隼人 M・

Kenichiホールディング	 高木 登 浦河 宮内牧場 492 ― 〃 クビ 12．6

710� プールアンレーヴ 牡2鹿 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 愛 Earl Ecurie Du
Grand Chene 466 ―2：06．5クビ 15．0�

711 ジャンボスピリット 牝2栗 54 田辺 裕信田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 458 ―2：06．71
 10．5�
69 シークレットテラス 牡2芦 54

51 ▲井上 敏樹 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スカイビーチステーブル 486 ―2：07．76 54．5
57 タマモワッショイ 牡2鹿 54 石橋 脩タマモ	 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 468 ― 〃 クビ 38．6�
56 ラブジェネラル 牡2芦 54 横山 典弘オールラブクラブ 田島 俊明 新ひだか 高橋 修 474 ―2：08．23 31．3�
45 ウインブルースカイ 牡2栗 54 丹内 祐次	ウイン 清水 英克 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 436 ―2：08．52 127．5�
813 ゴールドクリスエス 牡2青鹿54 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 482 ―2：08．6クビ 27．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，968，000円 複勝： 42，270，800円 枠連： 16，858，000円
馬連： 64，199，000円 馬単： 35，574，600円 ワイド： 34，087，700円
3連複： 80，861，700円 3連単： 116，088，600円 計： 420，908，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 130円 � 170円 枠 連（3－8） 680円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 290円 �� 440円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 5，430円

票 数

単勝票数 計 309680 的中 � 68040（1番人気）
複勝票数 計 422708 的中 � 99878（1番人気）� 90547（2番人気）� 50383（4番人気）
枠連票数 計 168580 的中 （3－8） 19088（1番人気）
馬連票数 計 641990 的中 �� 64499（1番人気）
馬単票数 計 355746 的中 �� 18650（1番人気）
ワイド票数 計 340877 的中 �� 32106（1番人気）�� 19172（4番人気）�� 19238（3番人気）
3連複票数 計 808617 的中 ��� 41541（1番人気）
3連単票数 計1160886 的中 ��� 15474（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．9―39．7―52．7―1：05．8―1：18．5―1：30．5―1：42．1―1：53．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アメリカンヘブン �
�
父 Gio Ponti �

�
母父 Pleasant Tap 初出走

2013．2．13生 牡2鹿 母 Rap and Dance 母母 Dance Review 1戦1勝 賞金 7，000，000円

25078 9月27日 曇 重 （27中山4）第7日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

714 クロフネビームス 牝3芦 52 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 450－101：53．5 6．7�
36 ブルーボサノヴァ 牝4栗 55 丸田 恭介 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 492＋ 41：53．82 24．9�
11 ルノンキュール 牝3黒鹿52 M．デムーロ山本 剛史氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 488＋ 21：54．11� 3．0�
12 エグランティーナ 牝3黒鹿52 横山 典弘村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 516± 0 〃 クビ 4．0�
612 マックスユーキャン 牝4栗 55 津村 明秀 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 81：54．2� 31．4	
59 ファストクリス 牝3鹿 52 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 436＋ 41：54．52 40．1

23 ク ー ト ネ イ 牝3鹿 52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 平取 船越 伸也 470± 0 〃 アタマ 19．5�
816 グラスルノン 牝4鹿 55 三浦 皇成半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 484－ 4 〃 ハナ 214．4�
35 エスティレジェンド 牝4黒鹿55 内田 博幸島川 哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 448± 01：54．6� 11．8�
815 ナ ス カ ザ ン 牝3鹿 52

49 ▲木幡 初也小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B474± 01：54．7クビ 38．3�
713 ヒ ム カ 牝4栗 55 蛯名 正義�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 512± 0 〃 ハナ 7．5�
47 エルシェロアスール 牝5栗 55

52 ▲井上 敏樹山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 484± 01：54．8� 16．9�
611 プレシャスムーン 牝4鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 41：55．22� 135．7�
510 フルーツガーデン 牝5青鹿55 丸山 元気田頭 勇貴氏 根本 康広 浦河 谷口牧場 480－141：55．83� 334．3�
24 ローズオヌットゥ 牝4鹿 55 嘉藤 貴行栗山 良子氏 土田 稔 平取 北島牧場 400＋171：56．22� 289．0�
48 セ ン リ ツ 牝3青鹿52 伊藤 工真井山 登氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 474＋101：56．73 19．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，982，300円 複勝： 61，469，600円 枠連： 31，397，600円
馬連： 90，366，800円 馬単： 45，833，900円 ワイド： 54，471，500円
3連複： 122，013，000円 3連単： 160，486，200円 計： 602，020，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 250円 � 560円 � 140円 枠 連（3－7） 1，400円

馬 連 �� 6，110円 馬 単 �� 9，290円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 530円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 5，580円 3 連 単 ��� 43，870円

票 数

単勝票数 計 359823 的中 � 42755（3番人気）
複勝票数 計 614696 的中 � 59131（4番人気）� 21075（8番人気）� 151398（1番人気）
枠連票数 計 313976 的中 （3－7） 17298（5番人気）
馬連票数 計 903668 的中 �� 11447（22番人気）
馬単票数 計 458339 的中 �� 3700（28番人気）
ワイド票数 計 544715 的中 �� 8563（18番人気）�� 28018（3番人気）�� 10767（12番人気）
3連複票数 計1220130 的中 ��� 16394（15番人気）
3連単票数 計1604862 的中 ��� 2652（120番人気）

ハロンタイム 12．7―12．2―13．2―13．3―12．6―12．2―12．0―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―38．1―51．4―1：04．0―1：16．2―1：28．2―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クロフネビームス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．13 東京11着

2012．4．12生 牝3芦 母 カレンバレリーナ 母母 シアラスダンサー 12戦2勝 賞金 16，220，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スカーボロフェア号
（非抽選馬） 3頭 グランドエンジェル号・スエヒロフィオーレ号・ラフェットデメール号



25079 9月27日 曇 稍重 （27中山4）第7日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

48 クリノスイートピー 牝3黒鹿 53
50 ▲伴 啓太栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 438＋ 41：08．9 59．4�

36 アースプレイ 牝4青鹿55 丸田 恭介松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー
クスタツド 442＋ 6 〃 ハナ 16．2�

611 オートクレール 牝4栗 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 430± 0 〃 クビ 7．9�
714� サダムリスペクト 牡3鹿 55 吉田 隼人大西美生子氏 本間 忍 新ひだか 神垣 道弘 458＋ 21：09．0� 5．6�
35 シゲルカゼノボン 牝3黒鹿53 松岡 正海森中 蕃氏 小野 次郎 浦河 馬道 繁樹 B498＋ 2 〃 アタマ 4．4�
11 コスモイノセント 牡4青鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 466＋ 4 〃 アタマ 10．9�
816 シンラバンショウ 牝3鹿 53 M．デムーロ 	グリーンファーム新開 幸一 安平 ノーザンファーム 420＋ 81：09．1クビ 13．2

23 スプリングサヴァン 牝4鹿 55 吉田 豊加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 444－ 41：09．31� 37．8�
815 ブロンディジェニー 牝3栗 53 内田 博幸浅田 次郎氏 藤原 辰雄 日高 浜本牧場 436－ 2 〃 ハナ 13．4�
24 サクラベルカント 牡3鹿 55 横山 典弘	さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 530＋16 〃 ハナ 4．7
510� ムーンドロップ 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹	Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 442± 0 〃 アタマ 22．1�
59 シ ー ロ ア 牝4栗 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 470－ 61：09．4クビ 59．3�
612 ランパスキャット 牡5黒鹿57 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 506＋ 41：09．5� 16．2�
12 コウユーココロザシ 牝3鹿 53 村田 一誠加治屋貞光氏 松永 康利 新ひだか 武岡農場 514＋14 〃 クビ 53．7�
713� アルマダクロス 牡5栗 57 池添 謙一栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 468± 01：09．81� 48．7�
47 � クリノメンタンピン 牝3栗 53 嶋田 純次栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 荻伏三好フ

アーム 416－ 81：10．22	 203．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，457，900円 複勝： 59，990，000円 枠連： 29，578，200円
馬連： 100，396，000円 馬単： 44，626，000円 ワイド： 53，044，000円
3連複： 130，375，200円 3連単： 154，723，300円 計： 612，190，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，940円 複 勝 � 1，210円 � 400円 � 290円 枠 連（3－4） 6，790円

馬 連 �� 36，370円 馬 単 �� 71，210円

ワ イ ド �� 8，170円 �� 6，330円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 104，130円 3 連 単 ��� 849，800円

票 数

単勝票数 計 394579 的中 � 5307（15番人気）
複勝票数 計 599900 的中 � 11472（14番人気）� 40240（6番人気）� 60519（4番人気）
枠連票数 計 295782 的中 （3－4） 3374（24番人気）
馬連票数 計1003960 的中 �� 2139（87番人気）
馬単票数 計 446260 的中 �� 470（172番人気）
ワイド票数 計 530440 的中 �� 1660（82番人気）�� 2149（68番人気）�� 6359（25番人気）
3連複票数 計1303752 的中 ��� 939（287番人気）
3連単票数 計1547233 的中 ��� 132（1979番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―11．1―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．4―45．5―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．5
3 5（8，11，15）（2，16）6，14（1，9）4（3，13）（10，12）－7 4 5（8，11，15）（2，6，16）（1，14，9）（3，4，13）12，10，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリノスイートピー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2014．8．23 新潟12着

2012．3．24生 牝3黒鹿 母 テンザンジョイ 母母 ディアドータ 13戦2勝 賞金 16，560，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 シュンクルーズ号・スピーディユウマ号・トミケンフィアブル号・ナウシカ号

25080 9月27日 曇 重 （27中山4）第7日 第8競走 ��
��1，200�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55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

48 ソルプレーサ 牡3黒鹿55 嘉藤 貴行西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 516＋101：10．6 12．7�
612� ホ ス ト 牡4黒鹿57 丹内 祐次内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 512－ 6 〃 ハナ 2．0�
611	� ツインプラネット 
5鹿 57 伊藤 工真窪田 康志氏 中川 公成 米

Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

500－ 4 〃 アタマ 19．8�
23 	 ドラゴンスパン 牡4黒鹿57 蛯名 正義窪田 康志氏 久保田貴士 米 Brandywine

Farm & Darley 486＋101：10．81 16．4�
510	 ブルーミーフラワー 牡4鹿 57 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 486＋101：11．12 31．1�
35 カ ネ ー タ 牡3黒鹿 55

53 △石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 502－ 81：11．31 6．3	
714 シングンパワー 牡3栗 55 長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 平取 川向高橋育

成牧場 486＋12 〃 ハナ 203．9

59 フジゴウカイ 牡3黒鹿55 松岡 正海荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 対馬 正 494＋ 8 〃 クビ 17．4�
12 � ワイエムテイラー 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也�サンライズ 鈴木 伸尋 新ひだか 川端 英幸 496－ 21：11．4� 153．4
24 ファインダッシュ 牡3黒鹿55 田辺 裕信井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B502－ 2 〃 アタマ 18．4�
36 ディーエスフェイム 牡3鹿 55 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 484－ 41：11．5クビ 5．2�
815 カゼニモマケズ 牝3栗 53 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 446＋181：11．82 73．9�
47 ジャストザオネスト 牡5黒鹿57 柴山 雄一ジャスト・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 B494－ 11：11．9クビ 232．3�
816� ナンヨールーク 牡4栗 57 江田 照男中村 德也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤原牧場 494－18 〃 アタマ 116．1�
713	 ペガサスジュニア 牡4栗 57 岩田 康誠鶴見 芳子氏 高橋 文雅 米 Dr. Masa-

take Iida 504－141：12．11� 23．6�
11 フジマサレジェンド 牡4芦 57 田中 勝春藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 518＋161：12．31� 199．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，974，300円 複勝： 54，121，700円 枠連： 31，656，800円
馬連： 100，616，900円 馬単： 52，186，200円 ワイド： 50，587，800円
3連複： 118，394，900円 3連単： 175，137，900円 計： 623，676，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 300円 � 130円 � 470円 枠 連（4－6） 1，410円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 570円 �� 2，490円 �� 890円

3 連 複 ��� 6，170円 3 連 単 ��� 35，820円

票 数

単勝票数 計 409743 的中 � 25625（4番人気）
複勝票数 計 541217 的中 � 37683（4番人気）� 160187（1番人気）� 21871（9番人気）
枠連票数 計 316568 的中 （4－6） 17307（5番人気）
馬連票数 計1006169 的中 �� 55200（4番人気）
馬単票数 計 521862 的中 �� 10213（13番人気）
ワイド票数 計 505878 的中 �� 24045（3番人気）�� 4937（31番人気）�� 14621（8番人気）
3連複票数 計1183949 的中 ��� 14371（19番人気）
3連単票数 計1751379 的中 ��� 3544（106番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―10．9―11．9―12．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．2―45．1―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソルプレーサ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2014．11．29 東京2着

2012．4．28生 牡3黒鹿 母 ア ブ ラ シ オ 母母 ジュウジホウセキ 9戦2勝 賞金 16，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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 スズカプリティー号・ポントス号



25081 9月27日 曇 良 （27中山4）第7日 第9競走 ��
��2，000�

ふ よ う

芙蓉ステークス
発走14時35分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：59．9

良
良

77 プロディガルサン 牡2鹿 54 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496＋102：01．2 3．1�

89 プランスシャルマン 牡2栗 54 岩田 康誠村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 456＋ 42：01．3� 2．8�
78 キャプテンペリー 牡2栗 54 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 464＋ 22：01．83 22．4�
33 ル ノ ー ト ル 牡2青鹿54 M．デムーロ吉田 照哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 448± 02：02．01	 5．0�
44 パラノーマル 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 62：02．1� 14．9�
55 スパーキングジョイ 牡2栗 54 松岡 正海幅田 京子氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 42：02．31	 22．2	
66 ケンホファヴァルト 牡2鹿 54 横山 典弘中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 438－ 22：02．62 33．2

11 
 ストロングタイタン 牡2鹿 54 三浦 皇成 �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern

Racing 520－102：02．81� 6．8�
22 ロジストーム 牡2芦 54 内田 博幸久米田正明氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 532－ 22：02．9� 44．8
810 ヴ レ 牡2栗 54 田辺 裕信宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 526＋ 22：03．21� 29．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 67，096，600円 複勝： 66，235，100円 枠連： 20，019，300円
馬連： 126，518，500円 馬単： 71，133，700円 ワイド： 57，359，700円
3連複： 146，650，100円 3連単： 278，683，200円 計： 833，696，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 130円 � 390円 枠 連（7－8） 370円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，330円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 12，780円

票 数

単勝票数 計 670966 的中 � 171355（2番人気）
複勝票数 計 662351 的中 � 126325（2番人気）� 167839（1番人気）� 28915（7番人気）
枠連票数 計 200193 的中 （7－8） 41122（1番人気）
馬連票数 計1265185 的中 �� 232913（1番人気）
馬単票数 計 711337 的中 �� 65834（1番人気）
ワイド票数 計 573597 的中 �� 103832（1番人気）�� 9262（16番人気）�� 10943（14番人気）
3連複票数 計1466501 的中 ��� 33716（8番人気）
3連単票数 計2786832 的中 ��� 15809（33番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―13．3―11．5―12．5―12．4―12．5―11．5―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―36．9―48．4―1：00．9―1：13．3―1：25．8―1：37．3―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プロディガルサン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．6．20 東京1着

2013．2．22生 牡2鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 2戦2勝 賞金 23，217，000円

25082 9月27日 晴 良 （27中山4）第7日 第10競走 ��
��1，600�

そ と ぼ う

外 房 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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

48 エ ネ ア ド 牡6鹿 57 M．デムーロ �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440－ 21：35．4 9．3�

35 サトノアッシュ 牡3鹿 55 蛯名 正義里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 482± 0 〃 アタマ 4．2�
815 ゴットフリート 牡5栗 57 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 482－ 6 〃 クビ 6．3�
59 � レインボーラヴラヴ 牝4青鹿55 内田 博幸飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 454± 01：35．61	 28．7�
24 ダイワエキスパート 牡3芦 55 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 436－ 4 〃 ハナ 54．9�
23 イレプレイスブル 牡5黒鹿57 横山 和生	Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 454－ 6 〃 ハナ 34．4

11 ジャポニカーラ 牝3黒鹿53 横山 典弘 �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 402－10 〃 ハナ 5．4�
611 エ ミ ネ ス ク 牡3栗 55 田中 勝春 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム B494＋ 21：35．7クビ 13．7�
612 レオフラッパー 牝3栗 53 大野 拓弥	レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 474＋181：35．8
 33．2
816 アドマイヤコリン 牡7青鹿57 北村 宏司近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 442－ 81：35．9
 17．7�
12 ピュアノアール 牝3鹿 53 石川裕紀人髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 436± 01：36．11	 20．5�
47 サトノプレジデント �6黒鹿57 柴山 雄一里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514＋ 41：36．31	 5．8�
36 レッドマニッシュ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹 	東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 516＋14 〃 ハナ 120．4�
510 ルナプロスペクター 牡3鹿 55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 444－ 21：36．93� 12．0�
713� キングクリチャン 牡6栗 57 嶋田 純次栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B504± 0 〃 アタマ 160．4�
714 カ ロ ッ サ ル 牡6鹿 57 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 英克 平取 びらとり牧場 494± 01：37．32� 143．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，658，900円 複勝： 76，291，400円 枠連： 43，789，700円
馬連： 177，159，500円 馬単： 72，698，700円 ワイド： 74，383，300円
3連複： 221，945，300円 3連単： 304，739，900円 計： 1，020，666，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 270円 � 170円 � 220円 枠 連（3－4） 760円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 5，580円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，130円 �� 470円

3 連 複 ��� 4，130円 3 連 単 ��� 30，330円

票 数

単勝票数 計 496589 的中 � 42490（5番人気）
複勝票数 計 762914 的中 � 65903（5番人気）� 134689（1番人気）� 89849（3番人気）
枠連票数 計 437897 的中 （3－4） 44309（1番人気）
馬連票数 計1771595 的中 �� 63578（7番人気）
馬単票数 計 726987 的中 �� 9765（18番人気）
ワイド票数 計 743833 的中 �� 24540（5番人気）�� 16081（9番人気）�� 42605（2番人気）
3連複票数 計2219453 的中 ��� 40233（6番人気）
3連単票数 計3047399 的中 ��� 7283（63番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．1―12．1―12．2―11．4―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．7―36．8―48．9―1：01．1―1：12．5―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

エ ネ ア ド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 French Deputy デビュー 2011．8．27 新潟1着

2009．1．15生 牡6鹿 母 キ ュ ー 母母 P J Floral 25戦4勝 賞金 66，341，000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 ローズマンブリッジ号

１レース目 ３レース目



25083 9月27日 晴 良 （27中山4）第7日 第11競走 ��
��2，200�第61回産経賞オールカマー（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
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53�4歳以上56�，牝馬
2�減，26．9．27以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，26．9．26以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

産経新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 1，134，000円 324，000円 162，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

23 ショウナンパンドラ 牝4鹿 55 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440－ 62：11．9 7．6�

34 ヌーヴォレコルト 牝4栗 55 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 450＋ 42：12．11	 2．8�
59 ミ ト ラ 
7黒鹿56 柴山 雄一吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 512＋ 82：12．42 16．5�
46 ロ ゴ タ イ プ 牡5黒鹿57 M．デムーロ吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 500＋10 〃 ハナ 4．1�
814 マリアライト 牝4黒鹿54 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 440＋122：12．71� 11．1�
713 メイショウナルト 
7鹿 56 大野 拓弥松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 448－ 22：12．8クビ 79．4	
610 メイショウカドマツ 牡6栗 56 田辺 裕信松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 524± 02：12．9	 31．7

22 オーシャンブルー 牡7鹿 56 三浦 皇成青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 434－ 2 〃 ハナ 78．2�
712 マイネルフロスト 牡4芦 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 480－162：13．0	 21．6
815 サトノノブレス 牡5黒鹿56 内田 博幸里見 治氏 池江 泰寿 洞�湖 メジロ牧場 520＋ 82：13．1� 18．1�
35 マイネルミラノ 牡5栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B486± 02：13．42 11．1�
611 タマモベストプレイ 牡5栗 56 津村 明秀タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 478± 02：13．5クビ 33．3�
58 メイショウカンパク 牡8黒鹿56 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 482－ 62：13．71	 226．1�
47  レッドレイヴン 牡5青鹿56 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli

& Bobby Flay 512－ 6 〃 アタマ 12．3�
11 セ キ シ ョ ウ 牝5青鹿54 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 B504＋ 22：14．33	 46．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 196，455，100円 複勝： 246，285，700円 枠連： 145，011，400円 馬連： 713，967，300円 馬単： 316，194，900円
ワイド： 293，136，900円 3連複： 1，082，296，800円 3連単： 1，777，287，900円 5重勝： 590，826，100円 計： 5，361，462，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 230円 � 140円 � 340円 枠 連（2－3） 790円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，650円 �� 830円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ��� 24，060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����� 3，418，000円

票 数

単勝票数 計1964551 的中 � 204796（3番人気）
複勝票数 計2462857 的中 � 248777（3番人気）� 602087（1番人気）� 146440（7番人気）
枠連票数 計1450114 的中 （2－3） 141600（3番人気）
馬連票数 計7139673 的中 �� 544076（2番人気）
馬単票数 計3161949 的中 �� 99163（4番人気）
ワイド票数 計2931369 的中 �� 178247（2番人気）�� 42858（19番人気）�� 89011（7番人気）
3連複票数 計10822968 的中 ��� 161155（10番人気）
3連単票数 計17772879 的中 ��� 53549（51番人気）
5重勝票数 計5908261 的中 ����� 121

ハロンタイム 12．5―10．9―12．4―12．4―12．6―12．6―11．9―11．7―11．4―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．4―35．8―48．2―1：00．8―1：13．4―1：25．3―1：37．0―1：48．4―2：00．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンパンドラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．12．8 阪神2着

2011．3．10生 牝4鹿 母 キューティゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 14戦4勝 賞金 240，250，000円
〔制裁〕 ヌーヴォレコルト号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。

（被害馬：5番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりショウナンパンドラ号は，天皇賞（秋）（GⅠ）競走に優先出走できる。

25084 9月27日 晴 重 （27中山4）第7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）

1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

24 プレシャスルージュ 牡3黒鹿 55
53 △石川裕紀人 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476－ 61：09．8 9．5�

11 ドラゴンゲート 牡3栗 55 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 472＋ 21：10．11� 19．6�
59 スマートアヴァロン 牡3黒鹿55 蛯名 正義大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 496－ 4 〃 アタマ 2．3�
713� アキノアッパー 牡5栗 57 嘉藤 貴行穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 492＋ 41：10．41� 11．2�
36 ゼンノヒストリエ 牡4黒鹿57 田辺 裕信大迫久美子氏 小島 茂之 新冠 川島牧場 506－ 2 〃 クビ 5．9�
12 タンブルブルータス 牡6鹿 57 三浦 皇成ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 492± 01：10．5クビ 77．8	
510 マンドレイク 牡5黒鹿 57

54 ▲伴 啓太�ターフ・スポート小笠 倫弘 浦河 谷川牧場 488－ 21：10．6� 29．0

612 スペルオンミー 牝4黒鹿55 丸山 元気吉田 勝己氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 542＋ 31：10．7クビ 22．9�
816 タニセンジャッキー 牡6鹿 57 吉田 隼人染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 478＋ 2 〃 アタマ 141．0�
47 ノーブルヴィーナス 牝3黒鹿53 横山 典弘吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 服部 牧場 432－ 3 〃 アタマ 10．8
611 ガッサンプレイ 牡5栗 57 杉原 誠人西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 466－101：11．01� 40．6�
48 プロファウンド 牡4鹿 57 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B504± 01：11．31� 7．2�
35 ロレーヌクロス 牡5鹿 57 内田 博幸 �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 496－ 41：11．4クビ 76．9�
23 トウショウハマー 牡6栗 57 村田 一誠トウショウ産業� 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 576± 0 〃 ハナ 231．7�
815 ダブルファンタジー 牝5栗 55 吉田 豊安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 508＋ 21：11．93 107．1�
714 サダムコーテイ 牡5鹿 57

54 ▲井上 敏樹大西 定氏 本間 忍 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 6 〃 アタマ 25．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 84，834，100円 複勝： 114，224，400円 枠連： 60，442，300円
馬連： 283，064，900円 馬単： 104，678，200円 ワイド： 116，876，800円
3連複： 307，109，200円 3連単： 498，875，400円 計： 1，570，105，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 260円 � 410円 � 130円 枠 連（1－2） 5，850円

馬 連 �� 8，350円 馬 単 �� 12，380円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 530円 �� 960円

3 連 複 ��� 5，690円 3 連 単 ��� 48，910円

票 数

単勝票数 計 848341 的中 � 71011（4番人気）
複勝票数 計1142244 的中 � 99236（5番人気）� 53265（7番人気）� 318975（1番人気）
枠連票数 計 604423 的中 （1－2） 7997（22番人気）
馬連票数 計2830649 的中 �� 27945（23番人気）
馬単票数 計1046782 的中 �� 6338（42番人気）
ワイド票数 計1168768 的中 �� 14038（21番人気）�� 60073（4番人気）�� 30902（8番人気）
3連複票数 計3071092 的中 ��� 40447（12番人気）
3連単票数 計4988754 的中 ��� 7394（146番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．2―11．6―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．4―45．0―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．4
3 ・（6，8）（1，4，12）－（2，3，16）13－（10，9）（15，14）5，7，11 4 ・（6，8）（1，4，12）－（2，3）16，13，10（9，5）（7，14）15，11

勝馬の
紹 介

プレシャスルージュ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．7．26 中京12着

2012．2．17生 牡3黒鹿 母 フィロンルージュ 母母 スカーレットレディ 10戦3勝 賞金 29，608，000円

５レース目



（27中山4）第7日 9月27日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 180頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

298，500，000円
8，490，000円
2，450，000円
27，340，000円
7，000，000円
67，197，250円
4，935，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
672，701，400円
932，318，000円
454，219，500円
1，916，425，700円
901，587，000円
883，546，600円
2，569，750，800円
3，987，283，800円
590，826，100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 12，908，658，900円

総入場人員 25，888名 （有料入場人員 23，255名）
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