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２７０７３１０月１日 曇 良 （２３中山４）第７日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

２４ ミラクルピッチ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか 土居 忠吉 ４３４－ ４１：０９．１ ５７．９�

２３ ヨシールプリンセス 牝２鹿 ５４ 石橋 脩吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４３４＋ ２１：０９．３１� １．５�
１２ フリーダムシチー 牡２栗 ５５ 二本柳 壮 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 幾千世牧場 ４３０＋ ６ 〃 クビ ３２．６�
３６ ロードナイト 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４５８－ ６１：０９．５１� ９．８�
４８ トウショウコマンド 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信トウショウ産業� 保田 一隆 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７４＋ ２１：０９．８２ ６．３�
８１６ ヴ ァ ッ プ 牝２黒鹿５４ 柴田 大知�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム ４３８＋ ４１：０９．９クビ ８９．２	
３５ グラントリノ 牝２栗 ５４ 吉田 豊加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４３２± ０ 〃 ハナ １２．２

６１１ ブ リ ッ サ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 ４６０－ ２１：１０．２１� ５４１．９�
５９ コスモダンケシェン 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 中脇 満 ４８０＋１０ 〃 クビ ８．５�
６１２ サンデーダンサー 牡２栗 ５５ 西田雄一郎伊藤 誠吉氏 大和田 成 新冠 石田牧場 ４５４＋ ４１：１０．４１� １６５．４
１１ アサヒステファニー 牝２青鹿５４ 江田 照男岩崎 銀一氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４３６－ ８１：１０．５� １７１．０�
４７ タニオブフジ 牝２青鹿５４ 中谷 雄太谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４３６－１２１：１０．６クビ ２００．４�
７１４ ラブシャーク 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人増田 陽一氏 星野 忍 新冠 長沼 幸一 ４３０＋ ６１：１０．７� ６１４．４�
８１５ インスピレーション 牡２鹿 ５５ 中舘 英二小菅 定雄氏 松山 康久 平取 高橋 啓 ３９０－１２１：１０．８� ２０．４�
５１０ キタサンビンゴ 牝２鹿 ５４ 横山 義行�大野商事 成島 英春 新ひだか 山野牧場 ４６０－１０１：１１．２２� ４３８．４�
７１３ キモンサンライズ 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次小林 祥晃氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 ４５６＋２４１：１２．０５ ３９９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６３３，４００円 複勝： ５６，４５０，０００円 枠連： １３，２９４，５００円

馬連： ４５，７１７，８００円 馬単： ３７，６０１，３００円 ワイド： １９，７１４，５００円

３連複： ５８，１４９，０００円 ３連単： １１０，３８８，５００円 計： ３５９，９４９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，７９０円 複 勝 � ８３０円 � １１０円 � ５６０円 枠 連（２－２） ５，８２０円

馬 連 �� ５，５７０円 馬 単 �� １６，８５０円

ワ イ ド �� １，７００円 �� ６，６２０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� １６，１７０円 ３ 連 単 ��� １４９，４９０円

票 数

単勝票数 計 １８６３３４ 的中 � ２５３９（８番人気）
複勝票数 計 ５６４５００ 的中 � ７１１１（８番人気）� ３６７６０５（１番人気）� １１１７２（７番人気）
枠連票数 計 １３２９４５ 的中 （２－２） １６８６（１６番人気）
馬連票数 計 ４５７１７８ 的中 �� ６０６１（１５番人気）
馬単票数 計 ３７６０１３ 的中 �� １６４７（３６番人気）
ワイド票数 計 １９７１４５ 的中 �� ２８１０（１６番人気）�� ６９８（３８番人気）�� ７９７１（６番人気）
３連複票数 計 ５８１４９０ 的中 ��� ２６５５（４１番人気）
３連単票数 計１１０３８８５ 的中 ��� ５４５（２８５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１１．２―１１．４―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．５―４４．９―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミラクルピッチ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Nashwan デビュー ２０１１．８．１４ 新潟６着

２００９．３．１６生 牝２黒鹿 母 ラウドヴォイス 母母 Sweetly ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 クレバータイガー号・ジョイフルワールド号・トーセンピアス号・ヒシデュランダル号

２７０７４１０月１日 曇 良 （２３中山４）第７日 第２競走 １，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時４０分 （芝・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

１：４８．２
１：４６．６

良

良

７１１ キープビリービング 牡２黒鹿５５ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 畑端牧場 ４６４－ ４１：５０．２ １８．０�

８１３ マイネルピトレスク 牡２黒鹿５５ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ４５０± ０１：５０．３� ５．７�

５６ ステージナーヴ 牡２黒鹿５５ 木幡 初広 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４１６－ ６１：５０．４クビ ２．２�
４５ エアロケット 牡２黒鹿５５ 福永 祐一 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：５０．７２ ３．３�
７１０ サードシアター 牡２鹿 ５５ 北村 宏司 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６± ０１：５０．８� ６．７�
４４ トーセンオードリー 牝２黒鹿５４ 吉田 豊島川 	哉氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：５１．１１� １８．０

５７ イニシエノウタ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信星野 祐介氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 ４５２＋ ８１：５１．３１� ３７．９�
８１２ ラトマティーナ 牝２芦 ５４

５１ ▲平野 優 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４４２± ０１：５１．６２ １２３．３�
２２ ライムフレーバー 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太 �スピードファーム 和田 正道 新ひだか 真歌田中牧場 ４３０＋１４１：５１．７� １１５．４
３３ ユウキアンサー 牝２黒鹿５４ 青木 芳之雪本 秀樹氏 菊沢 隆徳 新ひだか 今 牧場 B４６２－１４１：５２．１２� ２５４．９�
１１ コスモスタナー 牡２青 ５５ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 不二牧場 ４７０－ ４ 〃 クビ １９１．３�
６９ クールサファイヤ 牝２芦 ５４ 江田 照男川上 哲司氏 矢野 英一 様似 ホウセイ牧場 ４６８－ ４１：５２．２� １４２．０�
６８ イ チ リ ヅ カ 牝２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次江川 伸夫氏 矢野 照正 浦河 昭和牧場 ４２４± ０１：５２．３� １６４．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，２０５，５００円 複勝： ２８，１９３，８００円 枠連： １１，４７４，０００円

馬連： ４１，３７１，１００円 馬単： ３２，３５２，０００円 ワイド： １８，１０９，８００円

３連複： ４８，２３９，１００円 ３連単： ９２，８８７，７００円 計： ２８９，８３３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８００円 複 勝 � ３００円 � １７０円 � １３０円 枠 連（７－８） １，１００円

馬 連 �� ３，２２０円 馬 単 �� ７，２３０円

ワ イ ド �� ９２０円 �� ６８０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ２，３２０円 ３ 連 単 ��� ２６，４７０円

票 数

単勝票数 計 １７２０５５ 的中 � ７５６８（５番人気）
複勝票数 計 ２８１９３８ 的中 � １７６０４（５番人気）� ４２９２３（３番人気）� ７９３５９（１番人気）
枠連票数 計 １１４７４０ 的中 （７－８） ７７３２（６番人気）
馬連票数 計 ４１３７１１ 的中 �� ９４８２（１１番人気）
馬単票数 計 ３２３５２０ 的中 �� ３３０６（２５番人気）
ワイド票数 計 １８１０９８ 的中 �� ４４８０（１１番人気）�� ６３０８（８番人気）�� １７０３６（２番人気）
３連複票数 計 ４８２３９１ 的中 ��� １５３５０（７番人気）
３連単票数 計 ９２８８７７ 的中 ��� ２５９０（８０番人気）

ハロンタイム １２．３―１２．６―１２．５―１３．２―１２．３―１２．０―１１．８―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．９―３７．４―５０．６―１：０２．９―１：１４．９―１：２６．７―１：３８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．３
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

キープビリービング �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 ビワハヤヒデ デビュー ２０１１．６．１９ 中山４着

２００９．４．２８生 牡２黒鹿 母 コンバットフラワー 母母 コンバットナナ ６戦１勝 賞金 ８，４００，０００円

第４回　中山競馬　第７日



２７０７５１０月１日 曇 良 （２３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 ４，５００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ６８０，０００円 ４５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１２ トーセンビート 牝３鹿 ５５ 北村 宏司島川 �哉氏 木村 哲也 日高 ヤナガワ牧場 ４７６＋ ４１：５５．１ １．６�

２３ オールヴォアール 牡３栗 ５７ 田辺 裕信田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 前川 隆則 ４９４＋ ２１：５５．３１� ５．８�
５９ ダノンフォレスト 牡３鹿 ５７ 後藤 浩輝�ダノックス 萩原 清 安平 追分ファーム B４６６－ ６１：５６．２５ ７．４�
１１ ラヴァリーデファー 牡３栗 ５７ 田中 勝春村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 ヒダカフアーム ４８６－ ４１：５６．５２ ９．６�
７１４ イガノアッパー 牡３青鹿５７ 武士沢友治五十嵐政則氏 根本 康広 新ひだか 谷山 和喜 ４５２－ １１：５６．６クビ １２．６�
１２ トウカイアタッカー �３青鹿５７ 江田 照男内村 正則氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４５６＋ ６１：５７．７７ ２０４．７	
４７ ウインストラテジー 牡３青鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人�ウイン 鹿戸 雄一 様似 ホウセイ牧場 B４８８－ ６１：５７．８クビ １３１．７

３６ ハギノムゲンダイ 牡３青鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０＋ ４ 〃 クビ １５．０�
８１６ ミ ロ ス 牝３栗 ５５ 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 新ひだか 藤原牧場 ４６４＋１２１：５８．８６ １２８．４�
７１３ ゴールドアグライア 牝３鹿 ５５ 木幡 初広西浦 和男氏 稲葉 隆一 浦河 丸幸小林牧場 ４６６＋ ８１：５９．７５ １２４．６
２４ ショウナンカルマン 牝３黒鹿５５ 中舘 英二国本 哲秀氏 鈴木 伸尋 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４３２＋ ６１：５９．９１� ２９．９�
６１１ アルコファンタジア 牝３鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太 �MSプランニング 高市 圭二 新ひだか 畠山牧場 ４５２＋ ６２：００．１１� ３０４．６�
４８ ホワイトブリム 牝３栗 ５５ 中谷 雄太吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５１０－１２２：０１．６９ １７０．４�
３５ オンワードフレイア 牝３栗 ５５ 小林 淳一�オンワード牧場 清水 利章 浦河 オンワード牧場 ４５６－ ６２：０２．６６ ２２８．３�
５１０ セブンコンチネンツ 牝３鹿 ５５ 二本柳 壮有限会社シルク奥平 雅士 新ひだか キヨタケ牧場 ４４０＋２０２：０５．２大差 １９２．１�

（１５頭）
８１５ ベストエナジー 牡３青 ５７

５４ ▲平野 優�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４５０＋ １ （競走除外）

売 得 金

単勝： １７，８１６，２００円 複勝： ４９，７５２，６００円 枠連： １１，８２４，７００円

馬連： ４１，６８３，４００円 馬単： ３６，８３４，７００円 ワイド： １７，６０７，８００円

３連複： ４６，３６８，９００円 ３連単： １０２，９７１，１００円 計： ３２４，８５９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（２－６） ４００円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ２１０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� ２，４００円

票 数

単勝票数 差引計 １７８１６２（返還計 ６２９） 的中 � ８８２１２（１番人気）
複勝票数 差引計 ４９７５２６（返還計 ５０６） 的中 � ３２９４９７（１番人気）� ３６６９２（３番人気）� ４０３８５（２番人気）
枠連票数 差引計 １１８２４７（返還計 ６８） 的中 （２－６） ２１８３０（１番人気）
馬連票数 差引計 ４１６８３４（返還計 ４４０５） 的中 �� ６７９３７（２番人気）
馬単票数 差引計 ３６８３４７（返還計 ３３４９） 的中 �� ３７０８０（３番人気）
ワイド票数 差引計 １７６０７８（返還計 １４８１） 的中 �� ２０２１４（２番人気）�� ２２９８８（１番人気）�� ７７０３（６番人気）
３連複票数 差引計 ４６３６８９（返還計 ８９６５） 的中 ��� ４０８３５（１番人気）
３連単票数 差引計１０２９７１１（返還計 １７８２７） 的中 ��� ３１６９９（２番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．３―１３．０―１２．５―１２．０―１２．５―１２．５―１２．９―１４．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．１―３８．１―５０．６―１：０２．６―１：１５．１―１：２７．６―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．５―３F４０．０
１
３
１２（９，１６）（３，６）７（１，２，８）５，１４，１１，１０－１３，４
１２（３，９）－１６，６－１，１４，７，２－８－（１１，４）－（１０，５）１３

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

勝馬の
紹 介

トーセンビート �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー ２０１１．３．２７ 阪神７着

２００８．４．２１生 牝３鹿 母 アプローズライト 母母 アリーウイン ９戦１勝 賞金 ９，２８０，０００円
〔競走除外〕 ベストエナジー号は，疾病〔右肩跛行〕のため装鞍所で競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オンワードフレイア号・セブンコンチネンツ号は，平成２３年１１月１日まで平地競走に出走できな

い。
ゴールドアグライア号・ショウナンカルマン号・アルコファンタジア号・ホワイトブリム号は，
平成２３年１２月１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 キタロークン号・ムーンオンブッシュ号

２７０７６１０月１日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３中山４）第７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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

６１０ サーストンムーン 牡４鹿 ６０ 浜野谷憲尚齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 ４８６＋１２３：１４．４ ２．６�

７１２� ブルーデザフィーオ 牡５青 ６０ 大庭 和弥 �ブルーマネジメント石栗 龍彦 新冠 川上牧場 ４８８＋ ４３：１５．７８ ３５．７�
５７ タイキデイブレイク �４鹿 ６０ 高野 和馬�大樹ファーム 戸田 博文 新冠 パカパカ

ファーム ４６２＋ ４３：１５．９１� ５．７�
４６ ブルーシーズン 牡７栗 ６０ 宗像 徹 �ブルーマネジメント木村 哲也 新冠 川上 悦夫 ４９２± ０３：１６．０� ３４．０�
４５ フジマサエンパイア 牡３栗 ５８ 石神 深一藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 藤原牧場 ４７２＋ ４３：１６．６３� ５８．３�
７１１ ノーブルエース 牝４鹿 ５８ 池崎 祐介	原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４１６＋ ６３：１６．７クビ ４７．７

１１ � ハンドクラッピング 牡５栗 ６０ 鈴木 慶太加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 山田牧場 ４６６＋ ６３：１７．９７ ４２．０�
３４ ビルトミーアップ 牝６鹿 ５８ 五十嵐雄祐飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４７２＋ ６３：１８．２１� ３．９�
３３ サトノハピネス 牡６栗 ６０ 横山 義行里見 治氏 的場 均 静内 千代田牧場 B５１４－ ２３：１８．９４ ２４．６
６９ オーダーアゲン 牡３鹿 ５８ 穂苅 寿彦浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４６０－ ４ 〃 クビ １６．１�
８１３ イースタリーガスト 牡４黒鹿６０ 江田 勇亮臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５０８＋ ６３：２０．６大差 ３０．１�
２２ ムライチンタ 牝３栗 ５６ 柴田 大知坂田 行夫氏 上原 博之 日高 有限会社

ケイズ ４８０＋２４３：２１．４５ ３６．７�
５８ � ダンドリュー 牡４黒鹿６０ 金子 光希�三嶋牧場 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 B５３８＋１５３：２３．７大差 １０５．２�
８１４ ジュヌドラゴン 牡４黒鹿６０ 山本 康志林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７２－ ６ （競走中止） ７．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，０３９，７００円 複勝： １５，９０７，１００円 枠連： １２，８２２，８００円

馬連： ３６，２９９，８００円 馬単： ２６，３８６，８００円 ワイド： １５，４０１，３００円

３連複： ４５，７９８，９００円 ３連単： ７７，４６１，４００円 計： ２４２，１１７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １６０円 � ６８０円 � １９０円 枠 連（６－７） ２，４３０円

馬 連 �� ４，８５０円 馬 単 �� ８，４７０円

ワ イ ド �� １，５７０円 �� ４００円 �� １，９３０円

３ 連 複 ��� ６，５４０円 ３ 連 単 ��� ４６，５２０円

票 数

単勝票数 計 １２０３９７ 的中 � ３７８０１（１番人気）
複勝票数 計 １５９０７１ 的中 � ３３２２５（１番人気）� ４４４０（９番人気）� ２３８０３（３番人気）
枠連票数 計 １２８２２８ 的中 （６－７） ３９０６（８番人気）
馬連票数 計 ３６２９９８ 的中 �� ５５２９（１３番人気）
馬単票数 計 ２６３８６８ 的中 �� ２３００（２５番人気）
ワイド票数 計 １５４０１３ 的中 �� ２２９６（１６番人気）�� １０７２８（３番人気）�� １８５３（２２番人気）
３連複票数 計 ４５７９８９ 的中 ��� ５１７３（２１番人気）
３連単票数 計 ７７４６１４ 的中 ��� １２２９（１２８番人気）

上り １マイル １：４８．５ ４F ５１．７－３F ３８．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サーストンムーン �
�
父 ヴィクトリースピーチ �

�
母父 ナリタタイシン デビュー ２００９．１１．８ 東京１４着

２００７．４．１５生 牡４鹿 母 サーストンガール 母母 サーストンナルビー 障害：８戦１勝 賞金 １３，４３０，０００円
〔競走中止〕 ジュヌドラゴン号は，１周目３号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 フジノベルモット号



２７０７７１０月１日 曇 良 （２３中山４）第７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）

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

６７ コ リ ー ヌ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３４ ―１：３６．８ ６．１�

７８ � コスモグランデール 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 米
Flaxman Holdings
Limited, EDY SRL
and GEM SRL

４５８ ― 〃 アタマ １．６�
８１０ コスモオアシス 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４２２ ―１：３７．１２ ７７．３�
２２ アルティメイトラブ 牝２黒鹿５４ 福永 祐一 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：３７．６３ ３．８�
１１ シュガーツヨシ 牡２鹿 ５５ 江田 照男横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 新ひだか 谷藤 弘美 ４３６ ―１：３７．８１� ５０．９�
６６ ゴールウェイ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 ４６６ ―１：３８．３３ １４．１	
４４ イカルストミー 牡２鹿 ５５ 武士沢友治五十嵐政則氏 根本 康広 浦河 秋場牧場 ４３０ ―１：３８．４� ２０７．９

５５ ヤマニンオリアン 牡２栗 ５５ 田辺 裕信土井 肇氏 池上 昌弘 浦河 廣田 伉助 ４６４ ―１：３８．６１� ７０．３�
８１１ カフェボリンジャー 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４９０ ―１：３８．８１� １３．６�
３３ ケージーアケボノ 牝２栗 ５４

５１ ▲平野 優川井 五郎氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 ４２４ ―１：３８．９� １４９．１
７９ スーパーリング 牡２栗 ５５ 大庭 和弥永田 清男氏 高木 登 浦河 鎌田 正嗣 ４２８ ―１：４１．５大差 １６５．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，４７８，０００円 複勝： ３８，８６９，０００円 枠連： １１，９９５，５００円

馬連： ３９，５９２，３００円 馬単： ３７，１２１，７００円 ワイド： １６，３２５，１００円

３連複： ４２，９１８，２００円 ３連単： １０５，６７８，５００円 計： ３１４，９７８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ９６０円 枠 連（６－７） ３２０円

馬 連 �� ４４０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ２，２２０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ４，０６０円 ３ 連 単 ��� ２２，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２２４７８０ 的中 � ２９０４２（３番人気）
複勝票数 計 ３８８６９０ 的中 � ４２０４１（３番人気）� ２２６４５３（１番人気）� ３９７９（８番人気）
枠連票数 計 １１９９５５ 的中 （６－７） ２８１９６（１番人気）
馬連票数 計 ３９５９２３ 的中 �� ６６７７２（２番人気）
馬単票数 計 ３７１２１７ 的中 �� １９６８１（６番人気）
ワイド票数 計 １６３２５１ 的中 �� ２４５７３（２番人気）�� １５３５（２１番人気）�� ３４３１（１３番人気）
３連複票数 計 ４２９１８２ 的中 ��� ７８０２（１３番人気）
３連単票数 計１０５６７８５ 的中 ��� ３４２０（６７番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．９―１１．９―１２．２―１２．４―１２．３―１１．５―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．１―２５．０―３６．９―４９．１―１：０１．５―１：１３．８―１：２５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．３

３ ８，１０（２，１１）（７，６）（３，５）（１，４）＝９
２
４

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

コ リ ー ヌ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Danehill 初出走

２００９．４．３生 牝２鹿 母 エ ミ ナ 母母 Delilah １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２７０７８１０月１日 曇 良 （２３中山４）第７日 第６競走 １，２００�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 ４，５００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ６８０，０００円 ４５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１５ シャトルアップ 牡３栗 ５７ 北村 宏司広尾レース� 藤沢 和雄 様似 清水スタッド ５０８± ０１：１１．９ １６．３�

８１６ トウショウジャック 牡３栗 ５７ 吉田 豊トウショウ産業� 中島 敏文 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ ５．１�
１１ モエレベローチェ 牡３青 ５７

５４ ▲嶋田 純次中村 和夫氏 大竹 正博 浦河 中村 和夫 ４９０－ ６１：１２．０クビ ７．３�
６１１ フ リ ー ゲ ン 牡３鹿 ５７ 福永 祐一�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント B４８２－ ４１：１２．６３� ８．８�
３６ タケデンエメラルド 牝３鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太武市 弘氏 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 ４２０＋ ６１：１２．７� ５７．３�
４７ ウエスタンシャイン 牝３栗 ５５ 田中 勝春西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ３９６－ ２１：１３．０２ ４０．９�
２３ コウマルクイーン 牝３栗 ５５ 田辺 裕信友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 石川 栄一 ４８６＋１２１：１３．１� ３０．５	
３５ ファステストスター 牡３青 ５７ 石橋 脩 
キャロットファーム 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０－ ２１：１３．３１� １３．０�
５１０ クールトップレディ 牝３鹿 ５５

５２ ▲平野 優有限会社シルク二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４９０＋１０１：１３．８３ １４３．９�
７１４ フロムマンハッタン 牝３鹿 ５５ 後藤 浩輝佐々木完二氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４６２＋ ８１：１３．９クビ ２．２
４８ ヤマニンバルーシュ 牡３鹿 ５７ 柴田 大知土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ５０２＋１２１：１４．０� ２８３．８�
６１２ フルフーテル 牡３鹿 ５７ 西田雄一郎�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 ４２２－ ２１：１４．３２ ８０．９�
１２ シングンミラクル 牡３黒鹿５７ 江田 照男伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４８０＋１２ 〃 ハナ １１．３�
２４ オンワードヘラ 牝３栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人�オンワード牧場 古賀 慎明 新冠 高橋 忍 B３９６＋ ４１：１４．７２� ２１８．５�
５９ クハディラン �３鹿 ５７ 大野 拓弥加藤 信之氏 境 征勝 新ひだか 岡田牧場 ４７８－１０１：１６．４大差 ４６８．２�
７１３ フレアスター 牡３栗 ５７ 二本柳 壮 
キャロットファーム 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２８－２８ （競走中止） ９０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２１０，１００円 複勝： ３０，３５７，５００円 枠連： １９，６７１，６００円

馬連： ５３，８３２，５００円 馬単： ３７，７６０，８００円 ワイド： ２２，４９６，３００円

３連複： ６４，９６５，１００円 ３連単： １１２，２２０，３００円 計： ３６２，５１４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６３０円 複 勝 � ３８０円 � １６０円 � ２００円 枠 連（８－８） ３，３２０円

馬 連 �� ２，９２０円 馬 単 �� ６，４８０円

ワ イ ド �� １，１９０円 �� １，８３０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ８，５３０円 ３ 連 単 ��� ６１，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２１２１０１ 的中 � １０３０７（７番人気）
複勝票数 計 ３０３５７５ 的中 � １６６１８（７番人気）� ５９３７３（２番人気）� ４３０６２（３番人気）
枠連票数 計 １９６７１６ 的中 （８－８） ４３８２（１１番人気）
馬連票数 計 ５３８３２５ 的中 �� １３６３８（１０番人気）
馬単票数 計 ３７７６０８ 的中 �� ４３０５（２２番人気）
ワイド票数 計 ２２４９６３ 的中 �� ４６２４（１２番人気）�� ２９２４（２３番人気）�� ９４８１（５番人気）
３連複票数 計 ６４９６５１ 的中 ��� ５６２７（２８番人気）
３連単票数 計１１２２２０３ 的中 ��� １３５０（１８４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．７―１２．４―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３４．４―４６．８―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャトルアップ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Tunerup デビュー ２０１１．６．５ 東京５着

２００８．４．１１生 牡３栗 母 タカトモアップ 母母 Just a Trick ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走中止〕 フレアスター号は，競走中に疾病〔右手根骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 クハディラン号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕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。

追 加 記 事（第4回中山競馬第 6日第 1競走）

〔その他〕　プレジャーサイン号は，競走中に疾病〔右第1指骨剥離骨折〕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。



２７０７９１０月１日 曇 良 （２３中山４）第７日 第７競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１４ トウカイライフ 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４３２－ ２１：５５．４ ４．３�

７１２ ヤマニンパソドブル 牝４青鹿５５ 吉田 豊土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４５２＋ ２１：５５．６１ ２．５�
６１１ チャレンジフラッグ 牝４芦 ５５ 後藤 浩輝石橋 忠之氏 阿部 新生 新ひだか 土田農場 ５１８＋ ２１：５５．７� １５．４�
５９ フ ジ チ ャ ン 牝３鹿 ５３ 大野 拓弥臼井義太郎氏 清水 英克 新ひだか 中田 英樹 ４７０＋１４ 〃 クビ ４７．９�
６１０ アフィントン 牝３栗 ５３ 田中 勝春吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４５６＋１０１：５５．８クビ ２３．３�
２３ クレーンズラヴァー 牝４栗 ５５ 石橋 脩�本桐牧場 清水 英克 新ひだか 本桐牧場 ４４８＋ ８１：５５．９� １６．６�
４６ オペラフォンテン 牝３栗 ５３ 北村 宏司吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 ４６２＋ ２１：５６．０� １５．１	
３４ タマノリテラシー 牝４栗 ５５ 江田 照男玉腰 勇吉氏 矢野 英一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４９０－１２ 〃 ハナ ４１．４

２２ ツクバオトメ 牝３鹿 ５３ 福永 祐一荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４４８－ ８ 〃 ハナ ７．４�
８１５ オルレアンノオトメ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４７０－ ２１：５６．１� １７．１�
４７ ムーンオンブッシュ 牝３黒鹿５３ 木幡 初広吉田 和子氏 牧 光二 新ひだか 萩澤 俊雄 ５０８＋ ８１：５６．３１� １０９．０
７１３ カシノスターライト 牝４鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 ４９６± ０１：５７．０４ ３３０．６�
５８ トップオブプレイズ 牝３鹿 ５３

５０ ▲平野 優関 駿也氏 宗像 義忠 日高 野口牧場 ４９４－ ２１：５７．２１� ９．１�
１１ マイネロードナイト 牝３鹿 ５３ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 コスモヴューファーム B４７２－ ２１：５７．９４ １８０．８�
３５ ディープインアスク 牝３鹿 ５３

５０ ▲小野寺祐太廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４６０＋ ４１：５８．１１� ６３．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，５３８，２００円 複勝： ３４，２８７，１００円 枠連： １８，８８５，７００円

馬連： ６１，７８９，４００円 馬単： ４０，３８２，２００円 ワイド： ２３，９３５，０００円

３連複： ７２，７１８，８００円 ３連単： １２９，６８３，２００円 計： ４００，２１９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ２９０円 枠 連（７－８） ４４０円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ９００円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ２，０１０円 ３ 連 単 ��� ９，３６０円

票 数

単勝票数 計 １８５３８２ 的中 � ３４３６６（２番人気）
複勝票数 計 ３４２８７１ 的中 � ６９６５２（２番人気）� ９６２３８（１番人気）� ２０７９３（５番人気）
枠連票数 計 １８８８５７ 的中 （７－８） ３１６８１（１番人気）
馬連票数 計 ６１７８９４ 的中 �� ９９９３５（１番人気）
馬単票数 計 ４０３８２２ 的中 �� ２７５７５（２番人気）
ワイド票数 計 ２３９３５０ 的中 �� ２９４５０（１番人気）�� ５８８２（１２番人気）�� ８７６６（６番人気）
３連複票数 計 ７２７１８８ 的中 ��� ２６７５０（４番人気）
３連単票数 計１２９６８３２ 的中 ��� １０２２９（１５番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．４―１２．９―１３．２―１３．０―１１．９―１２．７―１２．８―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．９―３７．８―５１．０―１：０４．０―１：１５．９―１：２８．６―１：４１．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイライフ �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００９．１１．１ 東京７着

２００７．２．２１生 牝４黒鹿 母 フ ァ ヴ ォ リ 母母 ベイリーフスイータ ２５戦２勝 賞金 ３４，５９０，０００円
［他本会外：３戦１勝］

※ムーンオンブッシュ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２７０８０１０月１日 曇 良 （２３中山４）第７日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００分 （芝・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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．２
１：５６．４

良

良

２２ アースステップ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 ５３６＋１６２：０１．９ ２．７�

５５ � サクラボールド 牡４栗 ５７ 福永 祐一�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４６８± ０２：０２．１１ ３．３�
３３ レッドシュナイト 牡３栗 ５５ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４８２± ０ 〃 ハナ ５．２�
６７ ナンデヤネン 牡４青 ５７

５４ ▲平野 優杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 B４９４＋１２２：０２．２� １２．８�
８１１ マイネルヴァルム 牡３青鹿５５ 丹内 祐次 �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 ４５０± ０２：０２．４１� １２．８�
４４ フレンドリードレス 牝５鹿 ５５ 江田 照男増山 武志氏 中川 公成 日高 サンシャイン

牧場 ４００－ ６ 〃 ハナ １７８．２�
８１０ ジョンブルクリス 牡３栗 ５５ 中舘 英二	イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４５６＋ ４２：０２．６１� ５．５

６６ � ディアドクター 牡４鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人加藤 徹氏 松永 康利 新ひだか 静内白井牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ １５４．４�
７９ � ハッピーデュランダ 牡４栗 ５７ 武士沢友治岡田 勇氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 B４７０＋ ８２：０３．０２� ２１９．３�
１１ ユーピロンユー 牝６鹿 ５５ 田辺 裕信袴田 精一氏 和田正一郎 静内 三宅牧場 B４５４± ０２：０３．２１� ５１．２
７８ シンボリシュテルン 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 ５１８－ ２２：０３．７３ ８９．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２０，３６５，３００円 複勝： ３０，０７７，６００円 枠連： １４，５６８，５００円

馬連： ５７，２２４，１００円 馬単： ４０，８０３，３００円 ワイド： １９，８１７，０００円

３連複： ５８，８７２，１００円 ３連単： １３５，９９１，５００円 計： ３７７，７１９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � １４０円 枠 連（２－５） ５１０円

馬 連 �� ４９０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ２２０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ５６０円 ３ 連 単 ��� ２，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２０３６５３ 的中 � ６０２０３（１番人気）
複勝票数 計 ３００７７６ 的中 � ７１０４５（１番人気）� ７０５４８（２番人気）� ５３８４６（３番人気）
枠連票数 計 １４５６８５ 的中 （２－５） ２１４９０（１番人気）
馬連票数 計 ５７２２４１ 的中 �� ８６５０１（１番人気）
馬単票数 計 ４０８０３３ 的中 �� ３５２９１（１番人気）
ワイド票数 計 １９８１７０ 的中 �� ２８３２５（１番人気）�� ２１８７１（２番人気）�� ２０１２５（３番人気）
３連複票数 計 ５８８７２１ 的中 ��� ７８２４３（１番人気）
３連単票数 計１３５９９１５ 的中 ��� ４４５４７（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１３．１―１２．７―１２．９―１２．０―１２．０―１１．５―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．０―３７．１―４９．８―１：０２．７―１：１４．７―１：２６．７―１：３８．２―１：４９．７

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

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アースステップ �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００９．１２．２０ 中山１着

２００７．６．１０生 牡４鹿 母 サンバデオルフェ 母母 コルコバード １０戦３勝 賞金 ３８，０４４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



２７０８１１０月１日 曇 良 （２３中山４）第７日 第９競走 ��１，８００�
い ち は ら

市 原 特 別
発走１４時３５分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５７ スーブルソー 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム ５１４－ ４１：５４．５ １．６�

５６ スギノブレイド �５栗 ５７ 武士沢友治杉山 美惠氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム B５０６＋ ２１：５４．７１ ９．８�

６９ ケイアイカイト 牡３鹿 ５５ 福永 祐一 �啓愛義肢材料販売所 斎藤 誠 新ひだか 片山牧場 ４７２＋ ４１：５４．９１� ５．３�
２２ � モエレエンデバー 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４９０＋ ４ 〃 クビ １０．４�
６８ � ビッグジャンパー 牡５栗 ５７ 大野 拓弥宮田 直也氏 藤原 辰雄 新冠 川上 悦夫 ４５０－ ２１：５５．０� １１９．２�
８１２ ベストオブケン 牡３黒鹿５５ 吉田 豊中西 宏彰氏 清水 英克 新冠 川上牧場 B４５８＋ ２１：５５．３２ １２．７	
３３ トミケンプライマリ 牝５栗 ５５ 木幡 初広冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 平成ファーム ４７６－ ４１：５５．４クビ ２３．８

８１３ ジールドリル 牡４鹿 ５７ 中舘 英二前田 幸治氏 小島 太 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３８＋ ６１：５６．１４ ５５．４�
１１ トーセントゥルー 牡７黒鹿５７ 北村 宏司島川 �哉氏 木村 哲也 門別 日高大洋牧場 ４７０－ ８１：５６．３１	 ７９．３
７１１ レ ン ト ゲ ン 牡７栗 ５７ 丹内 祐次加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２１：５６．５１	 ３４６．５�
４５ エ バ ー モ ア 牡７鹿 ５７ 平野 優圓城 正男氏 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４９０－ ４１：５７．３５ ４８２．８�
７１０ スカーレットライン 牡６栗 ５７ 石橋 脩 �グリーンファーム 新開 幸一 千歳 社台ファーム ５０４± ０１：５７．９３	 １８．７�
４４ メイショウオニカゲ 牡６黒鹿５７ 大庭 和弥松本 好雄氏 安田 隆行 門別 下河辺牧場 ４５４＋ ４１：５８．０� １９３．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２９，８９６，７００円 複勝： ８５，６０８，４００円 枠連： １９，９８７，５００円

馬連： ９６，７６２，４００円 馬単： ６７，７２０，５００円 ワイド： ３２，２８８，２００円

３連複： ９７，７３４，２００円 ３連単： ２３６，０２６，２００円 計： ６６６，０２４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １５０円 枠 連（５－５） ６１０円

馬 連 �� ６２０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� １８０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ８６０円 ３ 連 単 ��� ２，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２９８９６７ 的中 � １５４１２５（１番人気）
複勝票数 計 ８５６０８４ 的中 � ５５１５１４（１番人気）� ５９０９３（３番人気）� ８１４１０（２番人気）
枠連票数 計 １９９８７５ 的中 （５－５） ２４４９１（３番人気）
馬連票数 計 ９６７６２４ 的中 �� １１６５４０（２番人気）
馬単票数 計 ６７７２０５ 的中 �� ５８１０６（２番人気）
ワイド票数 計 ３２２８８２ 的中 �� ３５４９９（２番人気）�� ５３８０３（１番人気）�� １３２９３（５番人気）
３連複票数 計 ９７７３４２ 的中 ��� ８４００９（１番人気）
３連単票数 計２３６０２６２ 的中 ��� ５８２９１（４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．９―１３．２―１３．４―１３．１―１２．６―１２．４―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．９―３８．１―５１．５―１：０４．６―１：１７．２―１：２９．６―１：４１．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スーブルソー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２００９．１２．２７ 中山９着

２００７．２．１２生 牡４鹿 母 フレンチバレリーナ 母母 バレークイーン ７戦４勝 賞金 ３９，３１５，０００円

２７０８２１０月１日 曇 良 （２３中山４）第７日 第１０競走 ��２，０００�
か ま が や

鎌 ケ 谷 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
鎌ケ谷市長賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．２
１：５６．４

良

良

４４ � フェデラリスト 牡４黒鹿５７ 田中 勝春 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ５２０＋ ２２：０１．０ ４．９�

８１０ トランスワープ �６鹿 ５７ 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５３０－ ４２：０１．２１� ６．５�
２２ ソウルフルヴォイス 牝４鹿 ５５ 北村 宏司吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４２：０１．５２ ２．２�
６６ バウンシングライト 牡６栗 ５７ 中舘 英二 �サンデーレーシング 小島 太 早来 ノーザンファーム ４８８－ ８２：０２．１３� ６０．５�
５５ ストーンヘンジ 牡３鹿 ５５ 福永 祐一 �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 ５１２－ ４２：０２．２� ８．１�
１１ マルタカシクレノン 牡３青鹿５５ 石橋 脩國立 治氏 清水 美波 浦河 細道牧場 ４９８＋１２ 〃 クビ １２．５�
７８ バイタルスタイル 牝４栗 ５５ 江田 照男 	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 ４５８＋ ４２：０２．４１� １５．１

３３ カ ピ タ ー ノ 牡７黒鹿５７ 木幡 初広 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 B４９８＋ ２２：０２．５	 ７９．８�
７９ ラークキャロル 牝５鹿 ５５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４１８＋ ６２：０２．６� １３．３�
６７ ヤマニンミミック 牝３黒鹿５３ 後藤 浩輝土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４８０－１４２：０３．１３ ２２．６
８１１ ラガーアンバー 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 ４６２－１０２：０４．１６ ６４．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３５，７８３，０００円 複勝： ５６，８９３，９００円 枠連： ２３，８９３，４００円

馬連： １２１，３８５，３００円 馬単： ７１，０９２，８００円 ワイド： ３７，９９０，６００円

３連複： １２２，８０５，０００円 ３連単： ２５２，６７２，１００円 計： ７２２，５１６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（４－８） １，３９０円

馬 連 �� １，３９０円 馬 単 �� ２，６６０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ２４０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ８７０円 ３ 連 単 ��� ７，２００円

票 数

単勝票数 計 ３５７８３０ 的中 � ５８１９２（２番人気）
複勝票数 計 ５６８９３９ 的中 � ８５７７２（２番人気）� ８３４６３（３番人気）� １７８９２１（１番人気）
枠連票数 計 ２３８９３４ 的中 （４－８） １２７４３（７番人気）
馬連票数 計１２１３８５３ 的中 �� ６４６０９（６番人気）
馬単票数 計 ７１０９２８ 的中 �� １９７３１（９番人気）
ワイド票数 計 ３７９９０６ 的中 �� ２０７８７（４番人気）�� ４２８４７（１番人気）�� ３８０３５（２番人気）
３連複票数 計１２２８０５０ 的中 ��� １０５２５３（１番人気）
３連単票数 計２５２６７２１ 的中 ��� ２５８９９（１４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１３．０―１２．７―１２．９―１２．４―１１．９―１１．５―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．５―３６．５―４９．２―１：０２．１―１：１４．５―１：２６．４―１：３７．９―１：４９．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�フェデラリスト �
�
父 Empire Maker �

�
母父 サンデーサイレンス

２００７．６．６生 牡４黒鹿 母 ダンスパートナー 母母 ダンシングキイ ５戦２勝 賞金 ２７，９０１，０００円
初出走 JRA

※出走取消馬 ベルタリド号（疾病〔右前球節炎〕のため）



２７０８３１０月１日 曇 良 （２３中山４）第７日 第１１競走 ��１，６００�
か ん こ く ば じ か い

韓 国 馬 事 会 杯
発走１５時４５分 （芝・右・外）

３歳以上，１，６００万円以下，２２．１０．２以降２３．９．２５まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬
および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

韓国馬事会賞（１着）
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

１１ ダイワファルコン 牡４鹿 ５７．５ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５１２－ ２１：３４．８ ４．１�

３３ クーデグレイス 牝５黒鹿５３ 田辺 裕信吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ２１：３４．９� １４．１�
７９ リルダヴァル 牡４栗 ５８．５ 福永 祐一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５０２＋１６１：３５．１１� ２．８�
２２ プ レ イ 牡３青鹿５６ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ５０２± ０１：３５．３１� ５．５�
６８ マジックビクトリア 牝７鹿 ５２ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４６６＋ ２１：３５．４� １１１．１�
８１２ ギンザボナンザ 牝４青 ５５．５ 後藤 浩輝有馬 博文氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５６－ ２ 〃 ハナ ４．２�
５６ � モエレエターナル 牝５鹿 ５０ 杉原 誠人栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 中村 和夫 ４５２－ ２１：３５．５� ２５８．８	
６７ カゼノグッドボーイ 牡５栗 ５４ 田中 勝春深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 ４５０＋１６１：３５．６� ４２．３

５５ ニシノメイゲツ 牡４青鹿５６ 大野 拓弥西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４４６＋ ４１：３５．７� １０．４�
４４ アグネスミヌエット 牝６鹿 ５１ 吉田 豊渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４３０－１２ 〃 ハナ ５１．７�
８１１ テラノファントム 牡６黒鹿５２ 中舘 英二寺田 寿男氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４４２－１２１：３６．３３� １１８．２
７１０ アサヒバロン 牡７鹿 ５２ 江田 照男寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ５１２－ ６１：３６．６２ ２３２．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ５６，０７３，７００円 複勝： ８２，４３７，７００円 枠連： ３６，８５２，１００円

馬連： ２３１，９３６，４００円 馬単： １３２，０７８，３００円 ワイド： ６６，７５５，３００円

３連複： ２４２，８００，７００円 ３連単： ５６１，０９８，６００円 計： １，４１０，０３２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � ２７０円 � １５０円 枠 連（１－３） ２，４４０円

馬 連 �� ２，１８０円 馬 単 �� ４，０７０円

ワ イ ド �� ７００円 �� ２８０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ２，６２０円 ３ 連 単 ��� １８，４５０円

票 数

単勝票数 計 ５６０７３７ 的中 � １０９５５２（２番人気）
複勝票数 計 ８２４３７７ 的中 � １５２０９３（３番人気）� ６４９４５（６番人気）� １６２５００（２番人気）
枠連票数 計 ３６８５２１ 的中 （１－３） １１１６４（１３番人気）
馬連票数 計２３１９３６４ 的中 �� ７８６２２（１１番人気）
馬単票数 計１３２０７８３ 的中 �� ２３９９７（１９番人気）
ワイド票数 計 ６６７５５３ 的中 �� ２２１９９（１１番人気）�� ６７４６２（１番人気）�� １９７５２（１３番人気）
３連複票数 計２４２８００７ 的中 ��� ６８５５０（１０番人気）
３連単票数 計５６１０９８６ 的中 ��� ２２４４９（７０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１１．８―１２．０―１２．１―１１．７―１１．２―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．７―３６．５―４８．５―１：００．６―１：１２．３―１：２３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．３―３F３４．２

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

勝馬の
紹 介

ダイワファルコン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．２８ 東京３着

２００７．３．２５生 牡４鹿 母 ダイワルージュ 母母 スカーレットブーケ １６戦５勝 賞金 １０２，３１０，０００円

２７０８４１０月１日 曇 良 （２３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２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

６１１ ガ ク ニ ホ シ 牡５鹿 ５７ 江田 照男矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４９４＋ ６１：１１．５ ３．８�

７１３� タニマサホーク 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝谷 研司氏 栗田 博憲 新ひだか 多田 正弘 ５０６± ０１：１１．６� １６．３�
６１２ アルセーヌシチー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ４９０＋ ４１：１１．８１� ２５．０�
８１６ トーセンナスクラ 牡３黒鹿５５ 北村 宏司島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６０＋ ８１：１２．０１ ６．２�
１１ イルドロール 牝５栗 ５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 新冠 追分ファーム ４８４＋１０ 〃 ハナ １８．６	
５９ シルクミライ 牝４黒鹿５５ 吉田 豊有限会社シルク松山 将樹 浦河 福岡 光夫 ４７４＋１２ 〃 ハナ １７．５

４８ ケイオークラウン 牡３栗 ５５ 大野 拓弥ジャパンフードビジネス� 高木 登 浦河 荻伏三好フ

アーム ５００＋ ４ 〃 クビ ６．９�
４７ アドバンスペリー 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信堀越 毅一氏 池上 昌弘 新冠 川上牧場 B４７２－１０１：１２．１クビ １１４．５�
３６ リュウシンヒーロー 牡３鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４４４＋１２ 〃 クビ １８７．１
７１４ フローラルホール 牝３鹿 ５３ 小林 淳一小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４７２＋１８１：１２．２クビ ５２．９�
２４ ニシノブイシェープ 牡４栗 ５７ 福永 祐一西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ５１６＋１０１：１２．３� ４．５�
３５ ウネントリッヒ 牝４栗 ５５ 木幡 初広宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 ４５４－ ４１：１２．９３� ２７．１�
５１０ シックスシグマ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲平野 優�RRA 戸田 博文 千歳 社台ファーム B４８０－ ２１：１３．６４ ４３６．１�
８１５ アンクルバンザイ 牡４栗 ５７ 嘉藤 貴行�有能 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 ４８２－ ６ 〃 ハナ ４２６．２�
２３ シルクアイリス 牝３黒鹿５３ 石橋 脩有限会社シルク上原 博之 浦河 杵臼牧場 ４６６＋１８ 〃 ハナ ６．５�
１２ � ピースオブキング 牡４黒鹿５７ 中舘 英二前原 敏行氏 牧 光二 日高 出口牧場 ４８０－１０１：１３．７クビ ３７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，０４９，５００円 複勝： ６７，９７３，６００円 枠連： ４０，２６９，９００円

馬連： １４１，４８４，０００円 馬単： ８１，１８３，４００円 ワイド： ５４，６０６，６００円

３連複： １７５，７０６，０００円 ３連単： ３３７，９５６，４００円 計： ９４２，２２９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � ３６０円 � ５８０円 枠 連（６－７） １，８２０円

馬 連 �� ２，７４０円 馬 単 �� ４，３３０円

ワ イ ド �� ８４０円 �� １，０５０円 �� ３，１８０円

３ 連 複 ��� １１，８４０円 ３ 連 単 ��� ５０，７９０円

票 数

単勝票数 計 ４３０４９５ 的中 � ９０６２０（１番人気）
複勝票数 計 ６７９７３６ 的中 � １４６０７０（１番人気）� ４４３０１（６番人気）� ２４８２０（９番人気）
枠連票数 計 ４０２６９９ 的中 （６－７） １６４１７（８番人気）
馬連票数 計１４１４８４０ 的中 �� ３８１９１（９番人気）
馬単票数 計 ８１１８３４ 的中 �� １３８４１（１５番人気）
ワイド票数 計 ５４６０６６ 的中 �� １６５３４（８番人気）�� １２９８８（１１番人気）�� ４０５９（４２番人気）
３連複票数 計１７５７０６０ 的中 ��� １０９５５（４３番人気）
３連単票数 計３３７９５６４ 的中 ��� ４９１１（１４５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．３―１２．２―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．９―４６．１―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ク ニ ホ シ �
�
父 デザートストーリー �

�
母父 ニシノエトランゼ デビュー ２００８．１２．２７ 中山４着

２００６．３．１生 牡５鹿 母 ブランドエレッセ 母母 ニシノダーリン １５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 アートオブプライド号



（２３中山４）第７日 １０月１日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６３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

１９５，４２０，０００円
３，２２０，０００円
３，６１０，０００円
１，２６０，０００円
１８，２２０，０００円
５１，５７７，５００円
４，９１２，８００円
１，６１３，７００円

勝馬投票券売得金
３１３，０８９，３００円
５７６，８０８，３００円
２３５，５４０，２００円
９６９，０７８，５００円
６４１，３１７，８００円
３４５，０４７，５００円
１，０７７，０７６，０００円
２，２５５，０３５，５００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 ６，４１２，９９３，１００円

総入場人員 ２０，２９１名 （有料入場人員 １８，３６９名）


