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2508510月3日 晴 重 （27中山4）第8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

47 シゲルナガイワシ 牡2栗 55 横山 和生森中 蕃氏 小野 次郎 日高 船越牧場 B450－ 41：56．1 11．1�
48 リーガルオフィス 牡2鹿 55 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 日高 日高大洋牧場 458－ 21：56．31� 8．8�
816 デフィノワール 牡2黒鹿 55

53 △石川裕紀人島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ
スティファーム 454－ 21：56．4� 13．3�

714 ネ ク ス ト 牡2鹿 55 柴田 善臣橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 杵臼牧場 464－121：56．93 16．2�
611 サムライダマシー 牡2鹿 55 丸山 元気西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 454＋ 21：57．0� 5．0�
612 ホウオウレックス 牡2鹿 55 内田 博幸小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 496－ 61：57．21� 21．1	
713 ア ツ コ 牝2鹿 54 勝浦 正樹由井健太郎氏 尾関 知人 日高 豊洋牧場 466± 01：57．3� 10．7

11 ネオスピード 牡2栗 55 柴山 雄一ドリームホース� 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 480＋ 21：57．4� 6．5�
510 テ ィ ー ソ ル 牡2鹿 55 松岡 正海高橋ファーム 伊藤 伸一 日高 豊洋牧場 474± 01：57．5� 79．9�
36 サ ド ル オ ン 牡2黒鹿55 三浦 皇成前田 幸治氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 21：58．13� 5．4�
815 ディーエスレヴュー 牡2栗 55 武士沢友治秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 大道牧場 458＋ 81：58．2クビ 243．7�
12 ダーダネルス 牡2鹿 55

52 ▲井上 敏樹 スピードファーム和田 正道 浦河 酒井牧場 B470－ 61：59．26 136．9�
24 サクラブチャン 牝2黒鹿54 二本柳 壮田頭 勇貴氏 柄崎 孝 むかわ 真壁 信一 422＋101：59．51� 126．4�
23 ショウナンタフネス 牡2鹿 55 北村 宏司国本 哲秀氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 466＋ 61：59．82 24．0�
59 ヴィクトリーマハロ 牡2鹿 55 吉田 隼人古賀 慎一氏 尾形 和幸 新冠 村上牧場 444＋ 42：01．6大差 25．5�
35 サイモンジェッター 牡2黒鹿55 吉田 豊澤田 昭紀氏 中舘 英二 浦河 三嶋牧場 462－102：02．45 8．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，025，800円 複勝： 33，213，400円 枠連： 20，571，500円
馬連： 62，429，600円 馬単： 29，931，600円 ワイド： 35，073，500円
3連複： 87，201，100円 3連単： 100，290，300円 計： 389，736，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 340円 � 290円 � 510円 枠 連（4－4） 2，970円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 6，160円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，970円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 15，250円 3 連 単 ��� 85，040円

票 数

単勝票数 計 210258 的中 � 15057（7番人気）
複勝票数 計 332134 的中 � 26415（6番人気）� 32267（4番人気）� 15789（9番人気）
枠連票数 計 205715 的中 （4－4） 5358（12番人気）
馬連票数 計 624296 的中 �� 15300（12番人気）
馬単票数 計 299316 的中 �� 3642（24番人気）
ワイド票数 計 350735 的中 �� 8869（9番人気）�� 4511（28番人気）�� 5296（24番人気）
3連複票数 計 872011 的中 ��� 4288（54番人気）
3連単票数 計1002903 的中 ��� 855（308番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―13．2―13．2―12．9―13．1―13．1―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―38．2―51．4―1：04．3―1：17．4―1：30．5―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルナガイワシ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2015．7．5 福島15着

2013．2．3生 牡2栗 母 ヤマノビーナス 母母 ポイントメーカー 7戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィクトリーマハロ号・サイモンジェッター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成27年11月3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。
（非抽選馬） 3頭 ウインバーニング号・シゲルチヌダイ号・ロードディロング号

2508610月3日 晴 良 （27中山4）第8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

714 ナンヨーアミーコ 牡2栗 55 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 412＋ 81：09．2 11．0�
816 フリームーヴメント 牡2栗 55 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 436－ 41：09．3� 16．5�
11 リバティークイーン 牝2黒鹿54 蛯名 正義平川 浩之氏 小笠 倫弘 様似 澤井 義一 446＋ 21：09．4� 24．2�
23 スリラーインマニラ 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 428－ 21：09．5� 12．7�
59 シルクリバー 牝2鹿 54 吉田 隼人鈴木 照雄氏 本間 忍 洞	湖 レイクヴィラファーム 458－ 2 〃 ハナ 22．7�
12 ロードインスパイア 牡2青鹿55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 440＋ 21：09．6� 2．7	
713 メイスンスパート 牡2栗 55 柴山 雄一梅村 浩氏 岩戸 孝樹 浦河 アイオイファーム 442＋14 〃 アタマ 65．5

611 プレシャスエース 牡2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 480＋ 41：09．81
 15．6�
47 オーディンローズ 牡2栗 55 内田 博幸古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 458＋ 41：09．9� 10．9�
612 ギ ン ゴ ー 牡2鹿 55 松岡 正海ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 470＋ 41：10．1� 5．3�
36 ラベンダーメモリー 牝2鹿 54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 一山育成牧場 436－ 21：10．2� 17．3�
510 キセキノヒーロー 牡2鹿 55

52 ▲木幡 初也�ジェイアール 黒岩 陽一 新ひだか 神垣 道弘 430＋ 61：10．52 258．8�
48 フレンドソング 牝2黒鹿54 北村 宏司戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 418＋ 81：11．13� 8．4�
35 ファインキャプテン 牡2栗 55 吉田 豊岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 454－ 21：11．41� 32．6�
815 ヴィランドリー 牝2栗 54 嘉藤 貴行ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 元道牧場 450± 01：11．82� 103．4�

（15頭）
24 ニンギョヒメ 牝2鹿 54 武士沢友治ミルファーム 高橋 文雅 洞	湖 レイクヴィラファーム 414－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，911，600円 複勝： 40，700，900円 枠連： 20，113，100円
馬連： 62，509，100円 馬単： 30，756，400円 ワイド： 36，803，800円
3連複： 81，413，200円 3連単： 94，786，700円 計： 391，994，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 320円 � 430円 � 790円 枠 連（7－8） 4，440円

馬 連 �� 5，890円 馬 単 �� 11，060円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 4，320円 �� 5，680円

3 連 複 ��� 58，820円 3 連 単 ��� 315，230円

票 数

単勝票数 差引計 249116（返還計 634） 的中 � 18070（5番人気）
複勝票数 差引計 407009（返還計 2575） 的中 � 35724（4番人気）� 25349（7番人気）� 12515（11番人気）
枠連票数 差引計 201131（返還計 234） 的中 （7－8） 3510（20番人気）
馬連票数 差引計 625091（返還計 6086） 的中 �� 8216（21番人気）
馬単票数 差引計 307564（返還計 3295） 的中 �� 2085（41番人気）
ワイド票数 差引計 368038（返還計 4387） 的中 �� 5038（22番人気）�� 2183（56番人気）�� 1655（62番人気）
3連複票数 差引計 814132（返還計 15142） 的中 ��� 1038（176番人気）
3連単票数 差引計 947867（返還計 14718） 的中 ��� 218（924番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．2―11．3―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．8―45．1―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナンヨーアミーコ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．7．11 福島2着

2013．4．15生 牡2栗 母 ピクシーダスト 母母 シャンクシー 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔競走除外〕 ニンギョヒメ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 スガノランバダ号

第４回 中山競馬 第８日



2508710月3日 晴 重 （27中山4）第8日 第3競走 ��
��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

47 ゴールドエッグ 牡3鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 470－101：11．9 6．9�
712 キ ン グ リ オ 牡3鹿 57 横山 典弘窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 512＋ 6 〃 クビ 2．6�
34 ト エ ハ タ エ 牝3黒鹿55 柴山 雄一梶原 哲朗氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 470＋ 21：12．85 5．0�
815 ソサエティクイーン 牝3栗 55 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 41：12．9クビ 3．8�
59 � カーニバルダクス 牝3鹿 55 杉原 誠人吉田 和美氏 古賀 慎明 米 Brushwood

Stable 426＋ 21：13．0� 217．6�
611� ホワイトソックス 牝3青鹿55 江田 照男山住 勲氏 矢野 英一 米 Mr. & Mrs. Char-

les McGinnes B390± 01：13．31	 196．6�
713� ナ ギ ッ ト 牝3鹿 55

53 △石川裕紀人前田 幸治氏 尾関 知人 米 W. S. Farish 456± 01：13．4� 29．9	
23 � ティズドラゴン 牡3鹿 57 吉田 豊窪田 康志氏 田島 俊明 米

Brookdale, Jack
Swain III &
Double K LLC

486－ 2 〃 クビ 23．8

46 ニシノアンジュ 牝3栗 55

52 ▲木幡 初也西村 亮二氏 武井 亮 新ひだか 米田牧場 B452＋ 21：13．6	 7．8�
35 ワンダーヘルト 牡3栗 57 勝浦 正樹古賀 和夫氏 和田正一郎 新冠 対馬 正 450＋181：14．02� 247．5�
58 タイキパラドックス 牡3栗 57 松岡 正海大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 450－121：14．1	 48．0�
610 ティアップデザイヤ 牝3鹿 55 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 442± 01：14．2クビ 86．3�
11 マンダリンクイーン 牝3青鹿 55

52 ▲井上 敏樹山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 436± 01：15．15 254．6�
22 デ イ ト ナ 牝3鹿 55 嘉藤 貴行飯田 政子氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 460＋ 21：15．41	 318．2�
814 アテスウェイ 牝3黒鹿55 丸田 恭介飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 426－ 8 〃 クビ 44．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，729，400円 複勝： 37，505，600円 枠連： 18，066，400円
馬連： 58，588，700円 馬単： 32，519，000円 ワイド： 30，464，900円
3連複： 73，021，900円 3連単： 102，707，000円 計： 380，602，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 160円 � 130円 � 150円 枠 連（4－7） 540円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 360円 �� 450円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 8，380円

票 数

単勝票数 計 277294 的中 � 32104（4番人気）
複勝票数 計 375056 的中 � 55019（4番人気）� 82410（1番人気）� 62072（3番人気）
枠連票数 計 180664 的中 （4－7） 25754（2番人気）
馬連票数 計 585887 的中 �� 53404（2番人気）
馬単票数 計 325190 的中 �� 11870（8番人気）
ワイド票数 計 304649 的中 �� 21914（5番人気）�� 16756（6番人気）�� 23362（3番人気）
3連複票数 計 730219 的中 ��� 46144（3番人気）
3連単票数 計1027070 的中 ��� 8877（21番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―12．4―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―46．6―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドエッグ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー 2014．6．15 函館6着

2012．4．12生 牡3鹿 母 コシズエッグ 母母 マ サ ダ 15戦1勝 賞金 15，460，000円
〔その他〕 トエハタエ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トエハタエ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年11月3日まで出走できない。

2508810月3日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）重 （27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40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

711 ラグジードライブ �4栗 60 高野 和馬西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 460＋ 23：13．2 4．0�
33 キープトライン 牡5鹿 60 江田 勇亮岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B496－ 2 〃 クビ 17．9�
22 � ジュールドトネール 牡5青鹿60 小野寺祐太吉田 和美氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 490－203：13．83� 12．7�
710 オールデフィート 牡4鹿 60 五十嵐雄祐�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 480＋ 43：14．54 3．7�
68 エンパイアライン 牝3黒鹿56 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 森 笹川大晃牧場 496－ 43：15．24 64．6	
45 クラウンデピュティ 牡4芦 60 金子 光希矢野 恭裕氏 金成 貴史 新ひだか 高橋 修 504＋223：15．51	 35．4

813 シゲルオウシザ 牡5栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 514－143：16．56 15．0�
56 サ ン セ ド ナ 牝3栗 56 上野 翔加藤 信之氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 464＋ 83：16．6� 83．8�
57 ショウナンライコウ 牡3鹿 58 浜野谷憲尚国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 484－ 2 〃 アタマ 7．3
44 クラウンロベルト 牡3青鹿58 鈴木 慶太�クラウン 小野 次郎 浦河 高昭牧場 430＋ 43：19．9大差 35．9�
812 サンギルロイ 牡3鹿 58 蓑島 靖典加藤 信之氏 中野 栄治 日高 幾千世牧場 474－ 43：26．9大差 198．3�
11 � ジンライムデザイア 牡4黒鹿60 石神 深一飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 B474＋ 63：32．9大差 38．2�
69 タ ピ エ ス 牡3鹿 58 難波 剛健細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 464＋ 4 （競走中止） 3．5�
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売 得 金
単勝： 18，295，000円 複勝： 22，896，600円 枠連： 14，893，500円
馬連： 41，698，700円 馬単： 25，589，900円 ワイド： 22，549，000円
3連複： 57，415，800円 3連単： 86，911，500円 計： 290，250，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 330円 � 290円 枠 連（3－7） 1，610円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 980円 �� 880円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 7，850円 3 連 単 ��� 33，490円

票 数

単勝票数 計 182950 的中 � 36448（3番人気）
複勝票数 計 228966 的中 � 38642（3番人気）� 16227（6番人気）� 18981（5番人気）
枠連票数 計 148935 的中 （3－7） 7156（7番人気）
馬連票数 計 416987 的中 �� 10237（12番人気）
馬単票数 計 255899 的中 �� 4083（18番人気）
ワイド票数 計 225490 的中 �� 5963（12番人気）�� 6714（10番人気）�� 4028（18番人気）
3連複票数 計 574158 的中 ��� 5479（24番人気）
3連単票数 計 869115 的中 ��� 1881（104番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 53．1－3F 40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラグジードライブ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー 2013．11．2 東京3着

2011．4．8生 �4栗 母 ジョウノエンジェル 母母 ザ ン ベ ー ジ 障害：3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔競走中止〕 タピエス号は，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。
〔その他〕 ジュールドトネール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジュールドトネール号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年11月3日まで出走できない。



2508910月3日 晴 良 （27中山4）第8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
1：32．3

良
良

816 スマートアリシア 牝2栗 54 三浦 皇成大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 424 ―1：38．2 5．4�
48 イチゴアミーラ 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 日高大洋牧場 442 ― 〃 クビ 51．9�
24 マオノココロ 牝2黒鹿54 武士沢友治 �ダイヤモンドファーム 南田美知雄 浦河 ダイヤモンドファーム 444 ―1：38．62� 22．3�
36 サンニードルス 牝2鹿 54 勝浦 正樹加藤 信之氏 杉浦 宏昭 新ひだか 大平牧場 470 ―1：38．7クビ 11．0�
510 ア ウ ェ イ ク 牝2鹿 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 452 ―1：38．91� 1．8�
12 クラウンボルチモア 牝2鹿 54 丸田 恭介	クラウン 松永 康利 新冠 カミイスタット 424 ―1：39．0� 135．9

714 ディヴェルシオーネ 牝2栗 54 北村 宏司佐々木雄二氏 中川 公成 浦河 村中牧場 474 ―1：39．1� 8．3�
11 ウインミモザ 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹	ウイン 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 434 ― 〃 ハナ 19．2�
713 ヒメタチバナ 牝2黒鹿54 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 456 ―1：39．2� 21．7
59 オリエンタルアデル 牝2鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 404 ― 〃 クビ 185．6�
23 サ ミ ダ レ 牝2青鹿 54

52 △石川裕紀人�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 米田牧場 422 ―1：39．3クビ 34．3�
47 タヒチアンガール 牝2黒鹿 54

51 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 坂本 健一 394 ―1：40．04 101．8�
815 リリーウェントス 牝2芦 54 吉田 隼人�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 426 ―1：40．31� 63．8�
611 ローズバーキン 牝2鹿 54 内田 博幸 Him Rock Racing 古賀 慎明 日高 タバタファーム 434 ― 〃 クビ 14．4�
35 サ ワ ラ ビ 牝2青鹿54 木幡 初広石瀬 浩三氏 牧 光二 新ひだか 静内酒井牧場 474 ―1：40．72� 153．5�
612 アグリロゼッタ 牝2栗 54 江田 照男アグリRC 竹内 正洋 新ひだか 神垣 道弘 380 ―1：40．8� 213．8�
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売 得 金
単勝： 27，689，300円 複勝： 32，454，100円 枠連： 17，641，600円
馬連： 53，695，000円 馬単： 33，827，600円 ワイド： 29，973，800円
3連複： 64，119，100円 3連単： 90，890，200円 計： 350，290，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 220円 � 1，300円 � 500円 枠 連（4－8） 8，710円

馬 連 �� 13，350円 馬 単 �� 19，800円

ワ イ ド �� 3，550円 �� 1，780円 �� 6，290円

3 連 複 ��� 59，590円 3 連 単 ��� 305，070円

票 数

単勝票数 計 276893 的中 � 40607（2番人気）
複勝票数 計 324541 的中 � 48111（2番人気）� 5567（10番人気）� 16011（7番人気）
枠連票数 計 176416 的中 （4－8） 1568（25番人気）
馬連票数 計 536950 的中 �� 3115（35番人気）
馬単票数 計 338276 的中 �� 1281（56番人気）
ワイド票数 計 299738 的中 �� 2166（36番人気）�� 4407（17番人気）�� 1214（50番人気）
3連複票数 計 641191 的中 ��� 807（131番人気）
3連単票数 計 908902 的中 ��� 216（643番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．7―37．0―50．1―1：03．0―1：14．9―1：26．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．2

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

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

勝馬の
紹 介

スマートアリシア �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Point Given 初出走

2013．3．11生 牝2栗 母 スマートダイス 母母 Autumn Moon 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ディヴェルシオーネ号の騎手北村宏司は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・10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） 5頭 ウィンイモン号・サンヘレナ号・シンボリメルケル号・シーサイドチャペル号・スーリーズ号

2509010月3日 晴 重 （27中山4）第8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）

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
1：48．5
1：47．8

重
重

56 クールエイジア 牡3鹿 55 柴田 善臣�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 458－ 41：53．3 32．4�
69 クロフネフリート 牡4鹿 57 岩田 康誠平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 528± 01：53．51� 2．3�
710 アスカクイン 牝4栗 55 吉田 豊上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 468－12 〃 アタマ 6．8�
711 トゥルーウインド 牡3栗 55 江田 照男 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 456± 01：53．82 41．1�
44 スターチェイサー 牡3芦 55

52 ▲井上 敏樹 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 474＋ 6 〃 ハナ 16．1	
68 ディアグリスター 牡5鹿 57 柴田 大知ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 492＋ 61：53．9� 13．5

45 � アンリキャトル 牡4黒鹿57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 470＋ 4 〃 ハナ 32．6�
22 マイネルネッツ 牡3鹿 55 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 480＋ 41：54．0� 14．6�
812 カズノテナンゴ 牡3栗 55 内田 博幸鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 472－ 61：54．42 20．7
57 ロードステルス 牡3鹿 55

53 △石川裕紀人 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新冠 有限会社 大
作ステーブル 462＋ 41：54．61� 224．0�

813 クラウンリバティー 牡3鹿 55 丸田 恭介矢野 恭裕氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B498＋ 81：54．81 287．9�
11 エルズミーア 牡4黒鹿57 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 556－ 6 〃 ハナ 3．1�
33 ラフェットデメール 牝4黒鹿55 勝浦 正樹大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B470－ 61：55．33 54．7�
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売 得 金
単勝： 29，046，100円 複勝： 43，150，100円 枠連： 19，596，500円
馬連： 73，152，200円 馬単： 38，766，600円 ワイド： 39，992，700円
3連複： 97，076，000円 3連単： 133，595，600円 計： 474，375，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，240円 複 勝 � 630円 � 130円 � 210円 枠 連（5－6） 3，570円

馬 連 �� 4，630円 馬 単 �� 13，080円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 2，630円 �� 400円

3 連 複 ��� 11，390円 3 連 単 ��� 82，430円

票 数

単勝票数 計 290461 的中 � 7163（8番人気）
複勝票数 計 431501 的中 � 11939（9番人気）� 122039（1番人気）� 48429（3番人気）
枠連票数 計 195965 的中 （5－6） 4253（12番人気）
馬連票数 計 731522 的中 �� 12228（17番人気）
馬単票数 計 387666 的中 �� 2222（40番人気）
ワイド票数 計 399927 的中 �� 7725（14番人気）�� 3631（31番人気）�� 28468（2番人気）
3連複票数 計 970760 的中 ��� 6391（38番人気）
3連単票数 計1335956 的中 ��� 1175（250番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―13．3―13．4―12．6―12．1―12．3―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．8―51．2―1：03．8―1：15．9―1：28．2―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クールエイジア �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．2．14 東京4着

2012．5．20生 牡3鹿 母 メイプルダンス 母母 シヤダイグローブ 7戦2勝 賞金 14，300，000円
〔その他〕 エルズミーア号は，向正面から4コーナーにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。



2509110月3日 晴 良 （27中山4）第8日 第7競走 ��
��2，200�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54�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
2：10．1
2：10．0

良
良

811 キネオダンサー 牝4鹿 55 蛯名 正義吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ
ファーム 476± 02：14．2 2．5�

22 ゴージャスガール 牝3黒鹿52 大野 拓弥飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 436＋ 62：14．3� 7．2�
79 メイアルーア 牡3栗 54 内田 博幸 �キャロットファーム 伊藤 大士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－162：14．51� 3．2�
78 	 シャドウゲーム 
5鹿 57 岩田 康誠飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468－ 82：14．6� 23．9�
33 ロンギングケイシー 牡4黒鹿57 石橋 脩坂本 浩一氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 484＋ 62：14．7� 26．1�
66 �	 アワフレイム 牝4黒鹿 55

53 △石川裕紀人岡田 牧雄氏 尾形 和幸 米 Hinkle Farms 492＋ 42：14．8� 12．5	
44 チ ェ ー ザ レ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 522＋ 62：15．01� 46．2

55 	 マンディスキュア 牝4黒鹿55 長岡 禎仁�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 480＋122：15．1クビ 107．0�
67 コスモムルジム 牡3青鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 山野牧場 482＋ 62：15．41 5．7�
11 エドノジョンソン 牡3鹿 54 吉田 隼人遠藤 喜松氏 梅田 智之 浦河 高松牧場 450＋ 22：16．35 21．2

（10頭）
810 サブライムカイザー 牡3鹿 54 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，783，100円 複勝： 31，223，100円 枠連： 16，167，300円
馬連： 58，738，200円 馬単： 33，528，800円 ワイド： 30，476，500円
3連複： 68，537，000円 3連単： 120，516，800円 計： 385，970，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 150円 � 130円 枠 連（2－8） 1，200円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 350円 �� 190円 �� 400円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 4，700円

票 数

単勝票数 差引計 267831（返還計 1083） 的中 � 84602（1番人気）
複勝票数 差引計 312231（返還計 717） 的中 � 80325（1番人気）� 42185（3番人気）� 65331（2番人気）
枠連票数 差引計 161673（返還計 162） 的中 （2－8） 10403（5番人気）
馬連票数 差引計 587382（返還計 3410） 的中 �� 42167（4番人気）
馬単票数 差引計 335288（返還計 1367） 的中 �� 14240（5番人気）
ワイド票数 差引計 304765（返還計 1438） 的中 �� 20250（3番人気）�� 48683（1番人気）�� 17332（5番人気）
3連複票数 差引計 685370（返還計 7760） 的中 ��� 61202（2番人気）
3連単票数 差引計1205168（返還計 11754） 的中 ��� 18567（9番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．0―12．8―12．8―12．5―12．0―12．0―11．7―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．9―36．9―49．7―1：02．5―1：15．0―1：27．0―1：39．0―1：50．7―2：02．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キネオダンサー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Street Cry デビュー 2013．6．23 東京5着

2011．2．28生 牝4鹿 母 オールアイキャンセイイズワウ 母母 Crown of Jewels 23戦3勝 賞金 40，965，000円
〔出走取消〕 サブライムカイザー号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。

2509210月3日 晴 重 （27中山4）第8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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�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
1：08．7
1：08．7

重
重

59 ロトラトゥール 牝4鹿 55 横山 和生國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 B492＋ 21：10．7 2．8�
35 ナンゴクロマンス 牝3鹿 53 大野 拓弥平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 452＋ 41：11．12� 28．9�
36 パッシオーネラヴィ 牝4鹿 55 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 472＋161：11．2� 18．9�
48 リンガスヴィグラス 牝3鹿 53 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 454－ 61：11．3� 2．8�
713 ナミノリゴリラ 牝3黒鹿 53

50 ▲伴 啓太小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 460＋ 41：11．4� 16．2�
23 クラシックマーク 牝4栗 55

52 ▲木幡 初也小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 438＋ 21：11．5� 24．3�
714 ア ン ミ 牝3鹿 53

50 ▲井上 敏樹武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 468＋ 2 〃 クビ 67．1	
816 サンクタリリアス 牝3芦 53 蛯名 正義
ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 476± 01：11．6クビ 12．4�
612 トラストレイカ 牝3鹿 53 黛 弘人菅波 雅巳氏 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 432－ 4 〃 クビ 34．9�
12 キャプレット 牝3栗 53 勝浦 正樹前田 幸治氏 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 41：11．7クビ 51．1
47 ヤマニンシャンデル 牝3栗 53 吉田 隼人土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 442＋ 6 〃 クビ 7．9�
510 アルマエルモ 牝3芦 53

51 △石川裕紀人コウトミックレーシング 高橋 文雅 新冠 イワミ牧場 B418± 01：12．01� 22．0�
24 シャインプレイン 牝4栗 55 丸田 恭介�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 526＋20 〃 クビ 50．0�
611 デルマシズカチャン 牝4栗 55 長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 484＋141：12．32 185．4�
11 センコウノマイヒメ 牝3黒鹿53 木幡 初広ホースアディクト杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 496－101：15．1大差 156．2�

（15頭）
815 ス ズ ダ リ ア 牝3鹿 53 内田 博幸小紫惠美子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 466＋16 （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，386，000円 複勝： 40，882，900円 枠連： 25，075，200円
馬連： 65，518，700円 馬単： 28，535，100円 ワイド： 34，167，700円
3連複： 66，737，400円 3連単： 82，412，500円 計： 368，715，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 600円 � 470円 枠 連（3－5） 2，080円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 1，020円 �� 6，920円

3 連 複 ��� 17，780円 3 連 単 ��� 71，120円

票 数

単勝票数 差引計 253860（返還計 50045） 的中 � 72506（1番人気）
複勝票数 差引計 408829（返還計 64455） 的中 � 109399（1番人気）� 13515（9番人気）� 18129（6番人気）
枠連票数 差引計 250752（返還計 7718） 的中 （3－5） 9321（7番人気）
馬連票数 差引計 655187（返還計247527） 的中 �� 14346（11番人気）
馬単票数 差引計 285351（返還計115080） 的中 �� 4084（17番人気）
ワイド票数 差引計 341677（返還計108931） 的中 �� 7635（12番人気）�� 8844（9番人気）�� 1223（53番人気）
3連複票数 差引計 667374（返還計389186） 的中 ��� 2814（46番人気）
3連単票数 差引計 824125（返還計537402） 的中 ��� 840（200番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．3―12．2―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．9―46．1―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロトラトゥール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2013．7．28 新潟13着

2011．3．8生 牝4鹿 母 エスワンスペクター 母母 レディープロスパー 17戦3勝 賞金 35，650，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走除外〕 スズダリア号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し放馬。疾病〔右前球節部裂創〕を発症したため競走除外。発

走時刻8分遅延。
〔制裁〕 スズダリア号の騎手内田博幸は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スズダリア号は，平成27年10月4日から平成27年11月2日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 センコウノマイヒメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月3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。
（非抽選馬） 3頭 カンタベリーヒメ号・バシニアティヴ号・バーニングハート号



2509310月3日 晴 良 （27中山4）第8日 第9競走 ��
��1，200�カンナステークス

発走14時35分 （芝・右・外）
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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

34 ボ ー ダ レ ス 牝2栗 54 横山 典弘 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 466－ 21：08．7 6．2�

69 コスモアルコン 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 帰山 清貴 500＋ 41：08．91� 5．7�
814	 フレンチイデアル 牡2鹿 55 北村 宏司杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 482＋ 61：09．0
 6．2�
57 ヒ ル ダ 牝2栗 54 柴山 雄一吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 450－121：09．21� 2．7�
33 マイネルパッセ 牡2栗 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 440± 0 〃 ハナ 11．8	
610 エピックマジック 牝2青鹿54 三浦 皇成松浦 快之氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 486＋14 〃 クビ 20．9

58 ブランデーグラス 牡2栗 55 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 478＋161：09．3� 18．8�
11 ル キ ナ 牝2鹿 54 吉田 豊島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 452－ 61：09．4� 54．3
813 ファジーネーブル 牝2黒鹿54 石川裕紀人�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 408± 01：09．5
 41．8�
45 アルマククナ 牝2鹿 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 大西ファーム 418－ 2 〃 アタマ 41．3�
22 	 ポートレイト 牝2黒鹿54 大庭 和弥グリーンスウォード高市 圭二 新冠 長浜牧場 416－141：09．6クビ 274．0�
46 ソニックタイガー 牡2黒鹿55 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 454＋ 6 〃 アタマ 214．5�
711 プリンセスオーラ 牝2鹿 54 田中 勝春大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 418－ 8 〃 クビ 12．9�
712 メイショウマイカゼ 牝2黒鹿54 岩田 康誠松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 422＋ 61：10．45 17．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，402，700円 複勝： 62，118，000円 枠連： 29，910，300円
馬連： 123，136，400円 馬単： 54，170，800円 ワイド： 52，322，500円
3連複： 131，864，900円 3連単： 187，438，100円 計： 683，363，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 210円 � 210円 枠 連（3－6） 950円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 4，020円

ワ イ ド �� 630円 �� 660円 �� 910円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 25，000円

票 数

単勝票数 計 424027 的中 � 53983（4番人気）
複勝票数 計 621180 的中 � 86976（2番人気）� 76268（4番人気）� 76928（3番人気）
枠連票数 計 299103 的中 （3－6） 24316（4番人気）
馬連票数 計1231364 的中 �� 48688（6番人気）
馬単票数 計 541708 的中 �� 10084（15番人気）
ワイド票数 計 523225 的中 �� 21693（4番人気）�� 20594（5番人気）�� 14310（12番人気）
3連複票数 計1318649 的中 ��� 24317（9番人気）
3連単票数 計1874381 的中 ��� 5435（73番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．3―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―45．2―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボ ー ダ レ ス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Cadeaux Genereux デビュー 2015．6．28 函館6着

2013．5．16生 牝2栗 母 コスモポリタン 母母 Parisian Elegance 5戦2勝 賞金 26，109，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時40分に変更。

2509410月3日 晴 良 （27中山4）第8日 第10競走 ��
��2，000�

な ら し の

習 志 野 特 別
発走15時10分 （芝・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

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

11 ダイワレジェンド 牝4栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 492－121：59．5 2．8�
712 ガ チ バ ト ル 牡5栗 57 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 450± 01：59．6� 24．5�
611 ストレンジクォーク 牡3鹿 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 494＋ 4 〃 ハナ 5．8�
23 キングカラカウア 牡3黒鹿55 石川裕紀人窪田 芳郎氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 494± 01：59．7� 3．9�
610 シルクブルックリン 牡6黒鹿57 柴田 善臣 �シルクレーシング 奥村 武 新冠 対馬 正 558± 01：59．8� 24．0�
35 エアルプロン 牡6鹿 57 三浦 皇成 	ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 490－ 41：59．9� 33．9

713 ゴールデンハープ 牝3栗 53 岩田 康誠窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 4 〃 ハナ 9．0�
47 ピュアソルジャー 牡5鹿 57 横山 典弘鶴見 芳子氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 476＋ 22：00．11	 53．1�
22 ハ ツ ガ ツ オ 牝4鹿 55 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 508＋ 6 〃 ハナ 74．5
46 コスモグレースフル 牡6鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 500－ 2 〃 ハナ 206．0�
34 ショウナンマルシェ 牡4青鹿57 吉田 隼人国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 22：00．2クビ 28．6�
814 メイクアップ 牡4栗 57 内田 博幸岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 22：00．83
 19．0�
815 マイネグレヴィル 牝4鹿 55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 22：01．01 13．0�
58 シベリアンタイガー �4鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 462＋ 42：01．21	 105．4�
59 イタリアンネオ 牡4黒鹿57 石橋 脩平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 520－102：01．51� 22．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，081，400円 複勝： 67，067，100円 枠連： 36，901，100円
馬連： 154，773，400円 馬単： 65，692，000円 ワイド： 67，760，700円
3連複： 187，276，200円 3連単： 257，433，800円 計： 885，985，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 480円 � 200円 枠 連（1－7） 1，110円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 4，750円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 490円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 5，650円 3 連 単 ��� 32，300円

票 数

単勝票数 計 490814 的中 � 135815（1番人気）
複勝票数 計 670671 的中 � 146610（1番人気）� 26993（8番人気）� 90076（3番人気）
枠連票数 計 369011 的中 （1－7） 25609（4番人気）
馬連票数 計1547734 的中 �� 37182（10番人気）
馬単票数 計 656920 的中 �� 10369（14番人気）
ワイド票数 計 677607 的中 �� 13356（12番人気）�� 38211（2番人気）�� 10666（19番人気）
3連複票数 計1872762 的中 ��� 24845（15番人気）
3連単票数 計2574338 的中 ��� 5777（80番人気）

ハロンタイム 12．5―10．4―12．7―12．0―12．5―11．9―11．8―11．8―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―22．9―35．6―47．6―1：00．1―1：12．0―1：23．8―1：35．6―1：47．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．7
1
3
1，8，14（3，2）（4，9，15）5，11，6－12－10－13－7
1（8，14）（3，9）2（5，4，15）（11，12）6，10，13－7

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

勝馬の
紹 介

ダイワレジェンド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．10．5 東京2着

2011．4．4生 牝4栗 母 ダイワスカーレット 母母 スカーレットブーケ 12戦4勝 賞金 60，468，000円



2509510月3日 晴 良 （27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，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

48 � シベリアンスパーブ 牡6鹿 57 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 504± 01：33．2 16．3�
24 セイクレットレーヴ 牡6鹿 57 松岡 正海嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 468－ 61：33．41	 22．2�
12 マイネルメリエンダ 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 484＋ 4 〃 クビ 3．6�
510 ウインフェニックス 牡4鹿 57 三浦 皇成�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 472＋101：33．5クビ 5．7�
59 アンブリッジ 牡5鹿 57 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 7．2�
611 ペイシャフェリス 牝4鹿 55 柴山 雄一北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 458＋26 〃 ハナ 11．8	
713 チェリーヒロイン 牝6栗 55 横山 典弘伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 424＋ 61：33．6クビ 40．2

36 オメガキングティー 牡5鹿 57 北村 宏司原 
子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 ハナ 19．2�
11 ジャーエスペランサ 牡6鹿 57 石川裕紀人本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか 真歌田中牧場 B476＋ 2 〃 クビ 90．5�
714 エンドレスノット 牝6鹿 55 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 494＋ 61：33．81	 94．6
816 ケイアイチョウサン 牡5黒鹿57 吉田 豊�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 448－ 4 〃 ハナ 32．7�
612 カフェリュウジン 牡5鹿 57 石橋 脩西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 536＋ 2 〃 クビ 50．1�
35 � メイショウインロウ 牡6栗 57 江田 照男松本 好雄氏 高橋 亮 日高 日西牧場 526－ 4 〃 ハナ 57．6�
815 ウインマーレライ 牡4黒鹿57 丹内 祐次�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 500＋ 6 〃 ハナ 9．2�
23 ダンツキャンサー 牝4黒鹿55 岩田 康誠山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 458－161：34．01	 8．6�
47 マーブルカテドラル 牝4鹿 55 大野 拓弥 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 452＋ 81：34．21	 12．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，769，700円 複勝： 89，111，900円 枠連： 66，470，400円
馬連： 271，989，800円 馬単： 109，411，200円 ワイド： 106，097，200円
3連複： 362，595，100円 3連単： 502，373，900円 計： 1，568，819，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 360円 � 430円 � 170円 枠 連（2－4） 2，630円

馬 連 �� 16，970円 馬 単 �� 32，420円

ワ イ ド �� 3，560円 �� 1，000円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 17，750円 3 連 単 ��� 142，320円

票 数

単勝票数 計 607697 的中 � 29654（8番人気）
複勝票数 計 891119 的中 � 57163（7番人気）� 45462（10番人気）� 179472（1番人気）
枠連票数 計 664704 的中 （2－4） 19551（12番人気）
馬連票数 計2719898 的中 �� 12421（53番人気）
馬単票数 計1094112 的中 �� 2531（101番人気）
ワイド票数 計1060972 的中 �� 7451（46番人気）�� 27858（9番人気）�� 20461（12番人気）
3連複票数 計3625951 的中 ��� 15315（58番人気）
3連単票数 計5023739 的中 ��� 2559（484番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．1―11．7―11．6―11．3―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―35．0―46．7―58．3―1：09．6―1：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

�シベリアンスパーブ �
�
父 シベリアンホーク �

�
母父 With Approval

2009．2．1生 牡6鹿 母 マルターズスパーブ 母母 Primedex 30戦4勝 賞金 94，427，000円
初出走 JRA

2509610月3日 晴 稍重 （27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 7，500，000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

510� チェリーサマー 牡3鹿 55 松岡 正海櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 504＋181：11．4 6．1�
11 ア サ マ 牡3黒鹿55 岩田 康誠江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 488＋101：11．5� 4．1�
47 アンジェリー 牝3黒鹿53 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 456＋ 61：11．6クビ 16．0�
714� ウインオベロン 牡3黒鹿55 北村 宏司坂本 浩一氏 田村 康仁 新ひだか 城地 清満 500＋ 61：11．81� 4．5�
816� スズカロードスター 牡5鹿 57 丸田 恭介永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 466＋10 〃 ハナ 142．2�
713� ステラルーチェ 牡3栗 55

53 △石川裕紀人池田 草龍氏 高橋 祥泰 新ひだか 三石ファーム 466－ 6 〃 アタマ 135．4�
36 イ ア ペ ト ス 牡3鹿 55 江田 照男	ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 474－ 21：11．9クビ 7．1

48 ツクバインパクト 牡3黒鹿55 吉田 豊荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 434－ 81：12．0	 8．2�
59 カ イ マ ノ ア 牡3栗 55 田中 勝春山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 480＋ 2 〃 ハナ 16．5�
12 マコトカンパネッロ 牝3栗 53

50 ▲井上 敏樹ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 440± 0 〃 クビ 11．7�
35 デ ュ ナ ト ス 牡4青鹿57 柴山 雄一 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 B510＋18 〃 ハナ 19．9�
24 � エイシンスペーシア 
4栗 57 大野 拓弥岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 450－ 71：12．21� 148．2�
23 デルマダイコク 牡6栗 57 岩部 純二浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 524＋ 41：12．62	 55．9�
612 ベニノラッキーマン 
4芦 57 柴田 大知紅谷 金成 貴史 新冠 川上 悦夫 484＋161：12．92 67．5�
611 ダンガンコゾウ 牡3栗 55 内田 博幸海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 476－ 41：13．0	 21．4�
815� ロードスウィープ 牡4黒鹿57 吉田 隼人 ロードホースクラブ 牧 光二 浦河 上山牧場 B504＋ 21：13．95 192．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，670，000円 複勝： 73，116，800円 枠連： 49，959，100円
馬連： 200，068，200円 馬単： 72，082，900円 ワイド： 80，909，100円
3連複： 210，882，700円 3連単： 298，380，300円 計： 1，041，069，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 260円 � 170円 � 380円 枠 連（1－5） 720円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，860円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 6，600円 3 連 単 ��� 34，700円

票 数

単勝票数 計 556700 的中 � 72749（3番人気）
複勝票数 計 731168 的中 � 70598（4番人気）� 134216（1番人気）� 42892（8番人気）
枠連票数 計 499591 的中 （1－5） 53404（3番人気）
馬連票数 計2000682 的中 �� 118572（3番人気）
馬単票数 計 720829 的中 �� 19308（6番人気）
ワイド票数 計 809091 的中 �� 38909（3番人気）�� 10736（26番人気）�� 18368（12番人気）
3連複票数 計2108827 的中 ��� 23949（20番人気）
3連単票数 計2983803 的中 ��� 6233（95番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．6―12．3―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．4―46．7―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�チェリーサマー �
�
父 チェリークラウン �

�
母父 スクワートルスクワート

2012．4．30生 牡3鹿 母 チェリーノコイビト 母母 キョウワグレイス 5戦1勝 賞金 12，220，000円
地方デビュー 2014．6．11 門別

※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。
（非当選馬） 3頭 ダイメイリシャール号・ニシノイナズマ号・ベラフォレスタ号
（非抽選馬） 3頭 オベリスク号・ジュエルアラモード号・ポントス号



（27中山4）第8日 10月3日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 174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

204，120，000円
2，080，000円
6，820，000円
1，470，000円
18，370，000円
65，709，500円
5，280，600円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
408，790，100円
573，440，500円
335，366，000円
1，226，298，000円
554，811，900円
566，591，400円
1，488，140，400円
2，057，736，700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 7，211，175，000円

総入場人員 19，162名 （有料入場人員 17，409名）
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