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２５０４９ ９月１７日 晴 稍重 （２４中山４）第５日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時１５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

１：４６．４
１：４６．４

良

良

１１ マイネルストラーノ 牡２青鹿５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４５２± ０１：５０．０ ３．２�

２２ ソムニアシチー 牝２鹿 ５４ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 B４３０－ ８１：５０．２１� １２７．３�
４４ ケイアイチョウサン 牡２黒鹿５４ 石橋 脩長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４４４± ０ 〃 ハナ １４．０�
６７ アドマイヤイチバン 牝２青鹿５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ ４．７�
７８ エビスグレイト 牡２黒鹿５４ 北村 宏司加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 ４７２＋ ２１：５０．３� ３．２�
８１０ サーマウント 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣前田 幸治氏 古賀 史生 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６８－ ４１：５０．６２ ９．３�
６６ マイネルゼータ 牡２青鹿５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム ４６０± ０ 〃 ハナ ２４．１	
７９ ニシノアイボウ 牡２鹿 ５４ 吉田 豊西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 ４７４－ ４１：５０．８１� １８５．８

３３ デルマカマイタチ 牡２黒鹿５４ 村田 一誠浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４８４－ ６１：５１．１１� ７．４�
８１１ タ プ ロ ー ム 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 ４６８＋ ６１：５１．４１� ２６．１
５５ デルマハヤブサ 牝２青鹿５４ 武士沢友治浅沼 廣幸氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４１８－１０１：５２．３５ １１８．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，９８３，８００円 複勝： ３２，９９３，４００円 枠連： １１，７８７，８００円

馬連： ４４，８６４，７００円 馬単： ３２，０６３，５００円 ワイド： ２０，１７５，７００円

３連複： ５８，３０７，６００円 ３連単： １０３，９２９，３００円 計： ３２２，１０５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １８０円 � ２，３００円 � ３４０円 枠 連（１－２） １７，９４０円

馬 連 �� １６，４６０円 馬 単 �� ２４，４５０円

ワ イ ド �� ４，４６０円 �� ８６０円 �� １１，４００円

３ 連 複 ��� ５５，４６０円 ３ 連 単 ��� ３６８，７５０円

票 数

単勝票数 計 １７９８３８ 的中 � ４５６５６（１番人気）
複勝票数 計 ３２９９３４ 的中 � ６５８５１（２番人気）� ２８７５（１０番人気）� ２４３９９（６番人気）
枠連票数 計 １１７８７８ 的中 （１－２） ４８５（２３番人気）
馬連票数 計 ４４８６４７ 的中 �� ２０１２（２９番人気）
馬単票数 計 ３２０６３５ 的中 �� ９６８（５１番人気）
ワイド票数 計 ２０１７５７ 的中 �� １０８９（３１番人気）�� ６１１０（１０番人気）�� ４２２（４８番人気）
３連複票数 計 ５８３０７６ 的中 ��� ７７６（８８番人気）
３連単票数 計１０３９２９３ 的中 ��� ２０８（４８３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１２．３―１３．７―１２．９―１２．３―１１．６―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．８―３６．１―４９．８―１：０２．７―１：１５．０―１：２６．６―１：３８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

マイネルストラーノ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１２．８．１８ 新潟５着

２０１０．２．１５生 牡２青鹿 母 マイネソーサリス 母母 マイネマジック ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円

２５０５０ ９月１７日 晴 稍重 （２４中山４）第５日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時４５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

４４ ボブキャット 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 ４９０－ ２１：３５．５ １．１�

２２ � アンカジャポニカ 牝２黒鹿５４ N．ピンナ 岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛 Tinnakill, M. Sad-
lier & A. Byrne ４４０－ ２１：３５．６� ２０．２�

（伊）

６８ マイネルイルミナル 牡２鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 ４４６＋ ６１：３５．７� １１．７�

１１ ファイアポイント 牡２黒鹿 ５４
５１ ▲杉原 誠人山上 和良氏 和田 正道 新ひだか 荒木 貴宏 ４４６＋ ２１：３６．０１� １６．１�

５６ アクロコリントス 牝２鹿 ５４ 丸山 元気岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４８２± ０１：３６．１� １１６．８�
３３ ケイアイホクトセイ 牡２鹿 ５４ 木幡 初広 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 新ひだか 松田牧場 ５００＋１４１：３６．２� ３２．１�
８１２ ダイメイクイーン 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一宮本 孝一氏 石栗 龍彦 新ひだか 高橋 修 ４２４＋ ２１：３６．８３� ７７．６	
７９ パンドラローズ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 武市 康男 えりも 上島牧場 ４４６－ ４ 〃 クビ １６６．６

５５ ザエリモホース 牡２鹿 ５４ 田中 博康平本 敏夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４６６－ ２１：３７．２２� ２９３．４�
７１０ ノッキングオン 牡２鹿 ５４ 勝浦 正樹松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか グランド牧場 ４４０－ ２１：３７．７３ ３２．６�
６７ マイネルインペリオ 牡２栗 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新ひだか 増本牧場 ４７４＋ ２ 〃 アタマ １８５．８
８１１ ミヤコボルト 牡２栗 ５４ 岩田 康誠吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 丸村村下

ファーム ４５４－ ２ （競走中止） ４０．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２９，８１４，０００円 複勝： ６８，０８９，６００円 枠連： １５，３５９，０００円

馬連： ４０，５３０，１００円 馬単： ４６，２８０，６００円 ワイド： ２２，８６４，６００円

３連複： ５５，１７０，６００円 ３連単： １５５，９４２，８００円 計： ４３４，０５１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � １４０円 枠 連（２－４） ６７０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� ７７０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� １６０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ３，０５０円

票 数

単勝票数 計 ２９８１４０ 的中 � ２２２８２７（１番人気）
複勝票数 計 ６８０８９６ 的中 � ４８６２０２（１番人気）� ２６７７２（４番人気）� ６０２７１（２番人気）
枠連票数 計 １５３５９０ 的中 （２－４） １６９４６（３番人気）
馬連票数 計 ４０５３０１ 的中 �� ４３２８２（３番人気）
馬単票数 計 ４６２８０６ 的中 �� ４４５８０（３番人気）
ワイド票数 計 ２２８６４６ 的中 �� １６４０７（４番人気）�� ４９９９１（１番人気）�� ５５８７（８番人気）
３連複票数 計 ５５１７０６ 的中 ��� ４３５２５（２番人気）
３連単票数 計１５５９４２８ 的中 ��� ３７７６１（８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１１．５―１１．８―１２．１―１２．０―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．３―３５．８―４７．６―５９．７―１：１１．７―１：２３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．８

３ ４，６（２，１０）３－８（１，５）９（１２，７）＝１１
２
４

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

ボブキャット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１２．８．２６ 新潟２着

２０１０．４．１４生 牡２鹿 母 カーラパワー 母母 Jabali ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔競走中止〕 ミヤコボルト号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第４回 中山競馬 第５日



２５０５１ ９月１７日 晴 稍重 （２４中山４）第５日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時１５分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，０００，０００円 １，６００，０００円 １，０００，０００円 ６００，０００円 ４００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１２ タケデンサイレント 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義武市 弘氏 奥平 雅士 新ひだか 久米 和夫 ４５２－ ２１：５５．８ ４．８�

５９ ラ ス リ ー ズ 牝３栃栗５４ 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 日高 待兼牧場 ４５０＋ ２１：５６．２２� ２．１�
６１１ アスクマイカクテル 牝３栗 ５４ 丸山 元気 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム B４１２± ０１：５７．０５ ２３．９�
８１６ マダムプレジデント 牝３栗 ５４ 江田 照男江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上 悦夫 ４８８＋ ４１：５７．１� ７１．５�
１１ リトルシェフ 牝３栗 ５４ 武士沢友治 �ローレルレーシング 尾関 知人 むかわ 清水ファーム ４１２± ０１：５７．３� ２６．２�
３５ コトブキハレスガタ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥尾上 松壽氏 松山 将樹 新ひだか 下屋敷牧場 ４７６＋ ８１：５７．６２ ８．０	
７１４ カタクリズム 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠吉田 和子氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８＋ ２１：５８．０２� １２．６

８１５ ニシノセルヴァ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 ４１６－ ４ 〃 ハナ ４０．３�
２３ レイナデアブリル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B４７２－ ２１：５８．１� １４０．９�
５１０ ジャストザハピネス 牝３黒鹿５４ 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４３４－ ４ 〃 ハナ ９．０
４７ プローディギウム 牝３黒鹿５４ 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 ４６０－ ２１：５８．６３ ９２．１�
３６ トーアラビリンス 牝３芦 ５４ 柴田 大知高山ランド� 畠山 吉宏 豊浦トーア牧場 ４３４＋ ８１：５８．７クビ ６６．２�
１２ サニーエスペランサ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠宮� 守保氏 田中 剛 浦河 丸村村下

ファーム ４２８－ ４２：００．２９ ２５０．７�
４８ サマースノー 牝３鹿 ５４ 木幡 初広本杉 芳郎氏 成島 英春 日高 メイプルファーム ４２８＋ ２２：０１．４７ ２３８．３�
２４ ケセランパサラン 牝３鹿 ５４ 田中 博康坂東 勝彦氏 戸田 博文 伊達 高橋農場 ４９６－ ８２：０２．２５ ２０９．０�
７１３ ルーチェグリーン 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４６８ ―２：０３．７９ １１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５９２，０００円 複勝： ３４，２４０，９００円 枠連： １６，６１６，６００円

馬連： ５０，１９０，５００円 馬単： ３５，７５２，０００円 ワイド： ２３，６７８，０００円

３連複： ６７，４５１，２００円 ３連単： １１５，０５３，７００円 計： ３６２，５７４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � ４００円 枠 連（５－６） ３４０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� １，３６０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� １，２９０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ３，１７０円 ３ 連 単 ��� １４，６００円

票 数

単勝票数 計 １９５９２０ 的中 � ３２６７０（２番人気）
複勝票数 計 ３４２４０９ 的中 � ５３１６４（２番人気）� ９６８２２（１番人気）� １５１８４（８番人気）
枠連票数 計 １６６１６６ 的中 （５－６） ３６６１８（１番人気）
馬連票数 計 ５０１９０５ 的中 �� ７８９２６（１番人気）
馬単票数 計 ３５７５２０ 的中 �� １９５０８（３番人気）
ワイド票数 計 ２３６７８０ 的中 �� ２７１０４（１番人気）�� ４０３１（１７番人気）�� ６７８２（１０番人気）
３連複票数 計 ６７４５１２ 的中 ��� １５７２２（８番人気）
３連単票数 計１１５０５３７ 的中 ��� ５８１６（３５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１３．１―１３．９―１２．８―１２．５―１２．８―１３．２―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３７．０―５０．９―１：０３．７―１：１６．２―１：２９．０―１：４２．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

タケデンサイレント �
�
父 オンファイア �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１２．３．１０ 中山７着

２００９．３．２３生 牝３鹿 母 ブライトキャップ 母母 マイダナウェイ ８戦１勝 賞金 ６，７６０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サニーエスペランサ号・サマースノー号・ケセランパサラン号・ルーチェグリーン号は，平成２４年

１０月１７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 ヤマニンエミュ号

２５０５２ ９月１７日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（２４中山４）第５日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時４５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

８１４ マイネルパルティア 牡７鹿 ６０ 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 ５０２－ ８３：１４．５ ５．０�

６９ �� ウィッシングデュー 牝８黒鹿５８ 横山 義行中村 浩章氏 土田 稔 米 Hopewell In-
vestments LLC ５１４＋ ４３：１４．９２� ４．０�

１１ ウエスタンウェイブ �５鹿 ６０ 浜野谷憲尚西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ４６０＋ ４３：１５．９６ ４２．１�
５７ アンブロークン �７青鹿６０ 金子 光希広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４７０＋１６３：１６．２２ ６．０�
７１２ ジュヌドラゴン 牡５黒鹿６０ 山本 康志諸江 幸祐氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７８－ ４ 〃 ハナ ２．９�
６１０� シャコームサシ 牡５鹿 ６０ 高野 和馬江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 柏木 一則 ５４２＋ ８ 〃 クビ ４０．１�
４５ ユニバーサルアゲン 牡４鹿 ６０ 平沢 健治浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４４８＋ ６３：１６．５２ １１．４	
３３ ミ ヒ ロ 牡３鹿 ５８ 江田 勇亮大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム ４５６＋１４３：１６．７１	 １６２．４

８１３ ミヤコデラックス 牡３鹿 ５８ 小野寺祐太吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B４４６＋ ２３：１７．５５ ２０．１�
７１１ コスモノーハーム 牡４鹿 ６０ 蓑島 靖典 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ４８８＋ ６３：１７．７１� ５３．０
４６ リバルドホープ 牡４鹿 ６０ 草野 太郎河野 保雄氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４４４＋ ８３：１７．９１� １７．１�
２２ ティアップハッピー 牝３栗 ５６ ▲高嶋 活士田中 昇氏 高木 登 日高 天羽牧場 ４９８＋１０３：１８．３２� ７２．６�
３４ ラ パ リ ー ガ 牝５黒鹿５８ 大江原 圭�大樹ファーム 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５６＋１０ 〃 ハナ １６１．３�
５８ � セ ラ ー ナ 牝４鹿 ５８ 石神 深一グリーンスウォード 高市 圭二 新冠 対馬 正 ４６８＋ ２３：１９．２５ １８７．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，０５６，６００円 複勝： ２５，４２８，７００円 枠連： １４，２０３，６００円

馬連： ３９，７５４，８００円 馬単： ２９，２５６，３００円 ワイド： １８，０２９，４００円

３連複： ５６，６１９，３００円 ３連単： ９８，５３１，０００円 計： ２９６，８７９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２４０円 � ２００円 � ８４０円 枠 連（６－８） ９７０円

馬 連 �� １，５８０円 馬 単 �� ３，１６０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� ２，７７０円 �� ２，２００円

３ 連 複 ��� １８，５８０円 ３ 連 単 ��� ７５，８３０円

票 数

単勝票数 計 １５０５６６ 的中 � ２３９３１（３番人気）
複勝票数 計 ２５４２８７ 的中 � ３０４８０（３番人気）� ３９５３７（２番人気）� ６３３８（８番人気）
枠連票数 計 １４２０３６ 的中 （６－８） １０８８３（５番人気）
馬連票数 計 ３９７５４８ 的中 �� １８５８５（６番人気）
馬単票数 計 ２９２５６３ 的中 �� ６８４７（１２番人気）
ワイド票数 計 １８０２９４ 的中 �� ７４８４（５番人気）�� １５４６（２９番人気）�� １９６３（２４番人気）
３連複票数 計 ５６６１９３ 的中 ��� ２２５０（５３番人気）
３連単票数 計 ９８５３１０ 的中 ��� ９５９（２０８番人気）

上り １マイル １：４７．０ ４F ５２．４－３F ３９．８
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→�→�→�」
１
�
８，９（１，１４）７（１２，１３）（１０，２）１１－３－５－６，４
１４，９－７（８，１，１３）（１２，１０，２）（３，５）－６－１１－４

�
�

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルパルティア �
�
父 ウイングアロー �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００７．１２．１６ 中山３着

２００５．２．１９生 牡７鹿 母 ホ ボ ス キ ー 母母 ベ ル ソ ニ ア 障害：６戦１勝 賞金 １６，２００，０００円



２５０５３ ９月１７日 晴 良 （２４中山４）第５日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時３５分 （芝・右・外）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３３．４
１：３３．１

良

良

４８ ピ ロ ポ 牝２鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 沖田 博志 ４３２ ―１：３６．１ １０１．２�

７１４ エメラルコヨーテ 牝２黒鹿５４ 浜中 俊高橋 勉氏 土田 稔 浦河 鮫川 啓一 ４３２ ― 〃 アタマ ４．９�
６１１ ジーニマジック 牝２鹿 ５４ 石橋 脩田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 ４７６ ―１：３６．３１� ４．６�
７１３ エレガンテヴィータ 牝２栗 ５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド ４５８ ―１：３６．５１� ９．１�
３６ ショウナンカリーノ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４３２ ― 〃 クビ ４６．１�
５９ アンバードリーム 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成�橋 大氏 小島 茂之 安平 追分ファーム ４８６ ―１：３６．７１� １１．６�
３５ ジンジャーミスト 牝２鹿 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 ４３８ ―１：３６．９１� ７．７	
２４ ピーコックグリーン 牝２芦 ５４ 中舘 英二岡田 牧雄氏 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド ４３６ ―１：３７．１１� １３．５

１１ リュウツバメ 牝２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 ５１４ ― 〃 クビ ４８．０�
２３ マイネリッカ 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４４０ ― 〃 アタマ ５５．３
８１５ ポ ン マ リ ー 牝２黒鹿５４ 横山 典弘吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４７６ ―１：３７．３１� １３．１�
５１０ ベストバニヤン 牝２青鹿５４ 松岡 正海津村 靖志氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 ４５２ ―１：３７．４クビ ７．４�
８１６ ガッテンハピネス 牝２芦 ５４ 四位 洋文大島 芳子氏 本間 忍 千歳 社台ファーム ４６８ ―１：３７．５� ９．５�

（サマーエンプレス）

４７ ディアプピーラ 牝２栗 ５４ 大野 拓弥ディアレスト 菊川 正達 浦河 田中スタッド ４６６ ―１：３７．７１� ２９．８�
１２ マダムバタフライ 牝２鹿 ５４ 丸山 元気平岡 茂樹氏 田島 俊明 浦河 大野牧場 ４６８ ―１：３８．０２ １６６．３�
６１２ オマツリマンボ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 手塚 貴久 新ひだか グランド牧場 ４５６ ―１：３９．１７ ９２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８４６，１００円 複勝： ３３，９２９，９００円 枠連： ２２，５０６，２００円

馬連： ５２，０６４，４００円 馬単： ３３，２９６，９００円 ワイド： ２４，８５９，４００円

３連複： ７２，４９９，１００円 ３連単： １０７，４９５，８００円 計： ３６７，４９７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，１２０円 複 勝 � ２，０８０円 � ２２０円 � １６０円 枠 連（４－７） ４，１１０円

馬 連 �� ４７，５６０円 馬 単 �� １５３，５９０円

ワ イ ド �� ８，８９０円 �� ５，７００円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ４７，３１０円 ３ 連 単 ��� ６０１，０００円

票 数

単勝票数 計 ２０８４６１ 的中 � １６２４（１５番人気）
複勝票数 計 ３３９２９９ 的中 � ２９８３（１５番人気）� ４１３９７（２番人気）� ７５３１４（１番人気）
枠連票数 計 ２２５０６２ 的中 （４－７） ４０４２（１８番人気）
馬連票数 計 ５２０６４４ 的中 �� ８０８（８９番人気）
馬単票数 計 ３３２９６９ 的中 �� １６０（２０１番人気）
ワイド票数 計 ２４８５９４ 的中 �� ６４５（８６番人気）�� １０１０（６８番人気）�� １６０２１（１番人気）
３連複票数 計 ７２４９９１ 的中 ��� １１３１（１５０番人気）
３連単票数 計１０７４９５８ 的中 ��� １３２（１４７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．２―３６．４―４８．６―１：００．８―１：１２．６―１：２４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピ ロ ポ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Caerleon 初出走

２０１０．４．１８生 牝２鹿 母 ポーテンタイル 母母 Potri Pe １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 アグネスチャンス号・オンアイス号・コントレイル号・ブライティアマンボ号・ボンジュールリリー号・

ボンボニエール号・ヤマタケハーディ号

２５０５４ ９月１７日 晴 稍重 （２４中山４）第５日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１３時０５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 ２００，０００
２００，０００

円
円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１４ マニッシュスマイル 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 服部 牧場 ４８８＋ ８１：１４．４ １４．２�

２３ ブルーアジェスタ 牡３鹿 ５６ 今野 忠成 �ブルーマネジメント清水 英克 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー B４６６＋ ６１：１４．６１� ２２７．６�

（川崎）

７１３ アンマリアトーレ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ５１８－１０１：１４．７� ５．６�
８１５ エスキナンサス 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４６０＋１６１：１４．８� １２．７�
３６ フ リ ポ ン ヌ 牝３栗 ５４ 武士沢友治�ターフ・スポート松永 康利 浦河 大北牧場 ４３８－ ２１：１４．９� ４０．５�
６１２ ジェイフォース 牡３栗 ５６ N．ピンナ 前迫 義幸氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ５００－ ２ 〃 同着 ４．８	

（伊）

１１ ショウナンマジック 牡３鹿 ５６
５３ ▲杉原 誠人国本 哲秀氏 伊藤 大士 白老 社台牧場 ４６０－１０ 〃 ハナ ７．４


６１１ ドラゴンムーン 牝３黒鹿５４ 吉田 豊窪田 康志氏 高柳 瑞樹 浦河 有限会社
吉田ファーム B４５６－ ８ 〃 ハナ １１．２�

２４ ニンファエア 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥吉田 和美氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ５６２＋１０１：１５．０� ３９．３�
４８ スカイアクセス �３鹿 ５６ 鈴来 直人�和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 ５１６＋ ２１：１５．２� ２７．４
４７ ピースチェイサー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義臼田 浩義氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４７４－ ８１：１５．３� ９．４�
８１６ ステージマキシマム 牝３栗 ５４ 江田 照男保谷フミ子氏 高木 登 新冠 守矢牧場 ４５２± ０１：１５．７２� ５．３�
５１０ セレブレートサマー 牝３栗 ５４

５１ ▲菅原 隆一柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７０＋ ２１：１５．９１� ９．９�
１２ ウォーショースキー 牝３鹿 ５４ 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 浦河 オンワード牧場 ４５０－ ２１：１６．１� ２３０．６�
３５ レッドランベール 牡３栗 ５６

５３ ▲横山 和生 �東京ホースレーシング 久保田貴士 新冠 秋田牧場 ４９８＋１２１：１６．２� １４０．３�
５９ リネンテイク 牝３鹿 ５４ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 ４４４－ ４１：１６．６２� ２３４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，２３７，４００円 複勝： ３７，０３４，１００円 枠連： ２１，６０８，９００円

馬連： ６５，１２３，６００円 馬単： ３８，８１９，５００円 ワイド： ２８，４９４，１００円

３連複： ８６，１１５，９００円 ３連単： １３２，７７７，２００円 計： ４３２，２１０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ３２０円 � １，０１０円 � ２５０円 枠 連（２－７） ５，４６０円

馬 連 �� １２０，７６０円 馬 単 �� １３４，５１０円

ワ イ ド �� ２４，６３０円 �� ９６０円 �� １３，０１０円

３ 連 複 ��� １２９，１８０円 ３ 連 単 ��� ８９８，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２２２３７４ 的中 � １２３５６（９番人気）
複勝票数 計 ３７０３４１ 的中 � ３１１６９（６番人気）� ８２１０（１２番人気）� ４４３２５（３番人気）
枠連票数 計 ２１６０８９ 的中 （２－７） ２９２３（１９番人気）
馬連票数 計 ６５１２３６ 的中 �� ３９８（９８番人気）
馬単票数 計 ３８８１９５ 的中 �� ２１３（１５４番人気）
ワイド票数 計 ２８４９４１ 的中 �� ２７７（９４番人気）�� ７６９７（１０番人気）�� ５２６（７４番人気）
３連複票数 計 ８６１１５９ 的中 ��� ４９２（２２７番人気）
３連単票数 計１３２７７７２ 的中 ��� １０９（１４４８番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．１―１１．９―１２．６―１３．０―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２３．０―３４．９―４７．５―１：００．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マニッシュスマイル �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２０１２．３．３ 中山５着

２００９．３．９生 牝３鹿 母 マークリマニッシュ 母母 マークリシルバー ５戦１勝 賞金 ５，０６０，０００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 アトムフェニックス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



２５０５５ ９月１７日 晴 稍重 （２４中山４）第５日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３５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

７１２ ローマンエンブレム 牡３栗 ５４ N．ピンナ �ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B５２２＋ ６１：５３．２ ４．９�
（伊）

４５ ネオスプレマシー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠小林 仁幸氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４８６－ ６１：５３．８３� ２．８�
１１ ハ ー コ ッ ト 牡３鹿 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６６＋ ６１：５４．５４ ５．０�
２２ メイプルリンカーン 牡４栗 ５７ 柴山 雄一節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 ４８２± ０１：５４．７１� ９．８�
５８ シンボリプロント 牡３黒鹿５４ 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 ４４２＋ ４１：５４．８� ６．４�
６１０ クレバーカイザー 牡３鹿 ５４ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ５１０＋１２１：５５．０１� ４１．４	
８１４ ビットプレスト 牡４鹿 ５７ 江田 照男礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４５８－ ４１：５５．９５ ７０．６

７１１ キングオブフェイス 牡４栗 ５７ 浜中 俊西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ５０２± ０１：５６．２２ １９．７�
８１３ クラリスピンク 牝４青 ５５ 田中 勝春吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４１：５６．４� ２３．４�
６９ エクスプローラー 牡３青 ５４ 今野 忠成薗部 博之氏 小笠 倫弘 安平 追分ファーム ４９６－１０１：５６．５� ７７．２

（川崎）

４６ ビ ッ ク ケ ン 牡３鹿 ５４ 内田 博幸小野 建氏 池上 昌弘 浦河 三好牧場 B４７２＋ ２１：５７．２４ ３１．３�
３３ � ニコニコマーク 牝３鹿 ５２

４９ ▲原田 和真西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか グローリーファーム ４３２± ０ 〃 アタマ ２０８．３�
５７ ドラゴンツヨシ 牡３黒鹿５４ 三浦 皇成窪田 芳郎氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム ５００＋１８１：５７．３� ５６．５�
３４ レオネプチューン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義田中 博之氏 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム B４８４＋１６１：５７．８３ ２８．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２５，７６４，７００円 複勝： ４２，４８６，０００円 枠連： １８，７２４，１００円

馬連： ６７，７１８，０００円 馬単： ４３，９２９，８００円 ワイド： ２８，３２０，９００円

３連複： ８１，６９３，１００円 ３連単： １４２，３６５，５００円 計： ４５１，００２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（４－７） ４９０円

馬 連 �� ７２０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ５９０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，２６０円 ３ 連 単 ��� ７，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２５７６４７ 的中 � ４２２０９（２番人気）
複勝票数 計 ４２４８６０ 的中 � ５９０３３（４番人気）� １０２３３０（１番人気）� ６６９３８（２番人気）
枠連票数 計 １８７２４１ 的中 （４－７） ２８３４０（１番人気）
馬連票数 計 ６７７１８０ 的中 �� ７０１８９（１番人気）
馬単票数 計 ４３９２９８ 的中 �� １９５３２（４番人気）
ワイド票数 計 ２８３２０９ 的中 �� ２５９３２（２番人気）�� １０３９１（５番人気）�� ２９９４２（１番人気）
３連複票数 計 ８１６９３１ 的中 ��� ４７９７１（１番人気）
３連単票数 計１４２３６５５ 的中 ��� １３４６３（８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１３．０―１３．８―１２．５―１２．７―１２．６―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．６―３６．６―５０．４―１：０２．９―１：１５．６―１：２８．２―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．６
１
３
４，１２－５（１，６）７（８，１１）（３，１０，９）－１３，２，１４・（４，１２）（１，５）１１（８，６，１０）－（７，２）－（１４，９）（３，１３）

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

勝馬の
紹 介

ローマンエンブレム �
�
父 ローマンエンパイア �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１１．９．１０ 阪神８着

２００９．４．３０生 牡３栗 母 ターフマジョリック 母母 ニシオマジョリック ９戦２勝 賞金 １６，８００，０００円
※ニコニコマーク号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

２５０５６ ９月１７日 晴 良 （２４中山４）第５日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時０５分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．２
１：５６．１

良

良

７９ ウェルテクス 牡３黒鹿５４ 中谷 雄太岡田 牧雄氏 柴田 政人 新冠 柏木 一則 ４７０＋ ２２：００．３ １４．５�

８１２ クロスカップリング 牡３青鹿５４ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４ 〃 クビ ４．６�
１１ サトノジュピター 牝３鹿 ５２ 岩田 康誠里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４７８－ ２ 〃 クビ １．５�
５５ � スタートセンス 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 ４４６＋ ２２：００．５１� ５１．４�
７１０ マジックポスト 牡３青鹿５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 福岡 清 ４４８＋ ２２：００．９２� １２．４�
４４ コスモラングデン 牝４芦 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 小島牧場 ５０６－ ２ 〃 ハナ １７．８�
８１１ キープビリービング 牡３黒鹿５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 畑端牧場 ４７８＋ ６２：０１．０クビ ６２．６	
２２ ハンサムボーイ 牡３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４５２－ ２２：０１．１� １０６．４

３３ ブーケドロゼブルー 牝５青鹿５５ 今野 忠成 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 ４７８＋ ４２：０１．２� １８．５�

（川崎）

６７ � トーセンサイレンス 牡４黒鹿５７ 吉田 豊島川 哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４２：０１．７３ ２８．１�
６８ � クラウンプリズム 牝３鹿 ５２

４９ ▲西村 太一矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 ４６０－ ２２：０２．６５ １８６．２�
５６ マウントゼンノエ 牡３鹿 ５４ 田中 博康中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４３２－ ６２：０７．１大差 １６６．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２７，７６０，５００円 複勝： ８８，２２８，０００円 枠連： １７，７０２，２００円

馬連： ６４，５０６，９００円 馬単： ５８，４１６，５００円 ワイド： ２９，１２０，３００円

３連複： ７８，７４０，５００円 ３連単： ２０９，３０９，８００円 計： ５７３，７８４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４５０円 複 勝 � ２７０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（７－８） １，２１０円

馬 連 �� ４，７４０円 馬 単 �� １３，０４０円

ワ イ ド �� １，０００円 �� ３９０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� １，５２０円 ３ 連 単 ��� ２６，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２７７６０５ 的中 � １５０９８（４番人気）
複勝票数 計 ８８２２８０ 的中 � ３０６１４（５番人気）� ７５６８６（２番人気）� ５９４６２９（１番人気）
枠連票数 計 １７７０２２ 的中 （７－８） １０８２２（５番人気）
馬連票数 計 ６４５０６９ 的中 �� １００５３（１１番人気）
馬単票数 計 ５８４１６５ 的中 �� ３３０８（２７番人気）
ワイド票数 計 ２９１２０３ 的中 �� ５９０７（１４番人気）�� １７４１９（５番人気）�� ４５９８０（１番人気）
３連複票数 計 ７８７４０５ 的中 ��� ３８３８９（５番人気）
３連単票数 計２０９３０９８ 的中 ��� ５９１２（８６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．１―１１．８―１２．４―１２．７―１２．３―１１．７―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．７―３５．８―４７．６―１：００．０―１：１２．７―１：２５．０―１：３６．７―１：４８．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウェルテクス �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 タイキブリザード デビュー ２０１１．１１．２６ 東京３着

２００９．５．６生 牡３黒鹿 母 ミスパーフェクト 母母 アーチェリー １０戦２勝 賞金 １４，０６０，０００円
〔制裁〕 サトノジュピター号の騎手岩田康誠は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（５番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マウントゼンノエ号は，平成２４年１０月１７日まで平地競走に出走できない。
※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。



２５０５７ ９月１７日 晴 良 （２４中山４）第５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７５０万円毎１�増
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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．８
１：０７．８

良

良

４７ ヴァンフレーシュ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ２１：０８．０ ３．６�

５９ シーブリーズライフ 牝２栗 ５４ 田中 勝春飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 ４４０± ０１：０８．３２ ４１．５�
６１０ ナ カ ナ カ �２鹿 ５４ 吉田 隼人中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム ４２６± ０１：０８．６２ ２４．７�
３５ レ デ ィ ー 牝２鹿 ５４ 四位 洋文浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 ４２８－ ２１：０８．８１ ６．６�
４６ ジェネシスロック 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド ４７４＋ ６１：０９．１１� ７．３�
６１１ モンサンスピカ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ４５４＋ ２ 〃 ハナ ２６．５�
７１２ セイウンチカラ 牡２鹿 ５４ 浜中 俊西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 ４９４± ０１：０９．２クビ １０．６�
２３ アポロヌリー 牡２芦 ５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 下河辺牧場 ４４２± ０１：０９．５１� ５３．２	
２２ コトブキゴールド 牡２鹿 ５４ 丸田 恭介尾上 松壽氏 金成 貴史 日高 藤本ファーム ４３０＋ ４１：０９．８１� ５．９

３４ ヨシカワクン 牝２鹿 ５４ N．ピンナ 井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 ４４０－ ４ 〃 クビ ２０．２�

（伊）

７１３ クリスタルカイザー 牡２鹿 ５４ 内田 博幸 Him Rock Racing 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４７０－１０１：０９．９� １２．１�
５８ サンマルマズル 牡２鹿 ５４ 中舘 英二相馬 勇氏 佐藤 吉勝 青森 山内牧場 ４５０＋ ４１：１０．０クビ １０７．１
１１ トルークマクト 牡２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４３４－ ２１：１０．２１ ７．８�
８１５ マイネエビータ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 コスモヴューファーム ４３０－ ２ 〃 クビ ６５．６�
８１４ ミ ナ レ ッ ト 牝２鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 ４４６－１０１：１０．５２ ４９．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３５，４８７，７００円 複勝： ５５，２２９，０００円 枠連： ３０，２８２，８００円

馬連： １０９，５７５，５００円 馬単： ６３，０４０，９００円 ワイド： ４１，０４３，９００円

３連複： １３６，６９２，５００円 ３連単： ２３７，０６４，７００円 計： ７０８，４１７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ９７０円 � ５９０円 枠 連（４－５） ３，６８０円

馬 連 �� ７，１８０円 馬 単 �� １１，５３０円

ワ イ ド �� ２，３８０円 �� １，５４０円 �� ７，１４０円

３ 連 複 ��� ３７，５８０円 ３ 連 単 ��� １５６，０７０円

票 数

単勝票数 計 ３５４８７７ 的中 � ７９７８２（１番人気）
複勝票数 計 ５５２２９０ 的中 � １０９６８９（１番人気）� １２３００（１２番人気）� ２１３０９（８番人気）
枠連票数 計 ３０２８２８ 的中 （４－５） ６０７７（１５番人気）
馬連票数 計１０９５７５５ 的中 �� １１２７１（２８番人気）
馬単票数 計 ６３０４０９ 的中 �� ４０３７（４６番人気）
ワイド票数 計 ４１０４３９ 的中 �� ４２５２（３０番人気）�� ６７０７（１９番人気）�� １３８７（７１番人気）
３連複票数 計１３６６９２５ 的中 ��� ２６８５（１３０番人気）
３連単票数 計２３７０６４７ 的中 ��� １１２１（５１４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１０．８―１１．２―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．１―４４．３―５５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァンフレーシュ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１２．６．２４ 福島３着

２０１０．４．４生 牝２鹿 母 ティエッチグリーン 母母 Confirmed Dancer ３戦２勝 賞金 ２２，１２２，０００円
〔騎手変更〕 モンサンスピカ号の騎手後藤浩輝は，負傷のため蛯名正義に変更。
〔制裁〕 セイウンチカラ号の騎手浜中俊は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金１０，０００円。
〔その他〕 ミナレット号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２５０５８ ９月１７日 晴 稍重 （２４中山４）第５日 第１０競走 ��
��２，４００�

ま つ ど

松 戸 特 別
発走１５時１０分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．９．１７以降２４．９．９まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

松戸市長賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２８．８
２：２８．６

重

不良

７１０ レックスパレード 牡４栗 ５７．５ 松岡 正海 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 追分ファーム ５２０－ ４２：３５．０ ５．３�

３３ ウイニングサルート 牡３栗 ５３ 横山 典弘�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２＋ ４２：３６．３８ ４．０�
１１ ドラゴンヴォイス 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４４８± ０２：３６．７２� ２．８�
２２ コスタパルメーラ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４６４－ ４２：３７．０１� １１．８�
８１２ オネストエイブ 牡３鹿 ５３ 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４６８＋ ８２：３７．３１� ４．７�
５６ ヤマニンパソドブル 牝５青鹿５０ 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４６４－ ２２：３７．７２� ７１．４	
６８ オリオンザアルファ 牡５黒鹿５５ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B４８６＋１２２：３８．０１� ２８．０

４４ ワンダープリマ 牝６鹿 ５０ 菅原 隆一山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４６０± ０ 〃 アタマ １５２．０�
８１１� ユウターウェーヴ 牡５栗 ５３ 江田 照男北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４８２＋ ２２：３８．８５ ５６．０�
７９ ハードロッカー 牡３黒鹿５３ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５０－ ８２：３９．１１� １４．０
６７ シルバーブリオン 牡４栗 ５３ 丸山 元気 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４７８＋ ６２：３９．３１	 ６２．４�
５５ � ミウラリチャード 牡８鹿 ５０ 石神 深一佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５４４＋１０２：４０．０４ １７９．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３６，８３６，１００円 複勝： ５２，０９０，３００円 枠連： ２５，４４３，８００円

馬連： １２１，１８８，５００円 馬単： ７５，７８７，０００円 ワイド： ３８，７０８，２００円

３連複： １４２，７７２，５００円 ３連単： ３００，８１３，９００円 計： ７９３，６４０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（３－７） ８２０円

馬 連 �� １，０９０円 馬 単 �� ２，５４０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ２９０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，０３０円 ３ 連 単 ��� ８，１２０円

票 数

単勝票数 計 ３６８３６１ 的中 � ５４９５５（４番人気）
複勝票数 計 ５２０９０３ 的中 � ７４４８７（４番人気）� ９７１０５（２番人気）� １２２７３７（１番人気）
枠連票数 計 ２５４４３８ 的中 （３－７） ２３１５３（４番人気）
馬連票数 計１２１１８８５ 的中 �� ８２１８９（５番人気）
馬単票数 計 ７５７８７０ 的中 �� ２２０６９（１１番人気）
ワイド票数 計 ３８７０８２ 的中 �� ２２１８７（５番人気）�� ３３３９８（２番人気）�� ４５２８７（１番人気）
３連複票数 計１４２７７２５ 的中 ��� １０２５７２（２番人気）
３連単票数 計３００８１３９ 的中 ��� ２７３６１（１８番人気）

ハロンタイム １３．５―１２．５―１２．５―１２．２―１３．２―１４．１―１４．０―１２．９―１２．８―１２．７―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．５―２６．０―３８．５―５０．７―１：０３．９―１：１８．０―１：３２．０―１：４４．９―１：５７．７―２：１０．４―２：２２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５０．１―３F３７．３
１
�
１０（３，１２）６（１，９）２－（４，１１）－（７，８）－５
１０，１２（３，６）１，２－（４，８）－（７，９，１１）５

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

勝馬の
紹 介

レックスパレード �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．６．５ 東京３着

２００８．２．１３生 牡４栗 母 インディパレード 母母 Fashion Setter １１戦４勝 賞金 ６２，８３６，０００円
※出走取消馬 チャンピオンブルー号（疾病〔左肩跛行〕のため）

１レース目 ３レース目



２５０５９ ９月１７日 晴 良 （２４中山４）第５日 第１１競走 ��
��２，２００�第６６回セントライト記念（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （菊花賞トライアル） （芝・右・外）

３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ５２，０００，０００円 ２１，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，８００，０００円 ５，２００，０００円
付 加 賞 １，２６０，０００円 ３６０，０００円 １８０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．０

良

良

６１２ フェノーメノ 牡３青鹿５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 戸田 博文 平取 追分ファーム ４９８＋ ８２：１０．８ ２．０�

１２ スカイディグニティ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�G１レーシング 友道 康夫 新冠 大栄牧場 ４８４－ ６２：１１．０１ ９２．０�
８１５ ダノンジェラート 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成�ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４７６－１０２：１１．３１� ９．７�
４８ エタンダール 牡３鹿 ５６ 松岡 正海広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム ４４２＋ ６２：１１．４� １０．７�
７１４ ラニカイツヨシ 牡３青鹿５６ 佐藤 哲三横瀬 兼二氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 ４８８＋１０ 〃 クビ ２３．５�
３６ エキストラエンド 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６０＋ ２２：１１．５クビ １３．０	
４７ クリールカイザー 牡３栗 ５６ 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４７４＋ ４ 〃 クビ ５５．７

８１７ ア ー デ ン ト 牡３芦 ５６ 北村 宏司 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０± ０２：１１．６クビ ３６．５�
３５ ニューダイナスティ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０± ０２：１１．９１� ６．６�
２４ フジマサエンペラー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ４８６＋ ２ 〃 クビ ４０．０
１１ ベストディール 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４７８＋１４２：１２．０クビ ８．５�
２３ カ ナ ロ ア 牡３鹿 ５６ 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 日高 日高大洋牧場 ４６０＋ ４ 〃 クビ ２２．２�
５１０ ソルレヴァンテ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥 �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 ４７０± ０ 〃 同着 ８３．２�
７１３� サンレイレーザー 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ５１６＋ ４２：１２．２１	 ６１．２�

（伊）

５９ 
 アートサハラ 牡３鹿 ５６ 今野 忠成大典牧場� 荒山 勝徳 新ひだか 大典牧場 B５２４－１０２：１３．３７ １６９．１�
（大井） （川崎）

６１１ ボーイフレンド 牡３栗 ５６ 藤田 伸二北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 ４３０± ０２：１３．５１� ２５１．３�
８１６
 コスモワイルド 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 河津 裕昭 日高 白瀬 明 B４４２－ ９２：１３．６クビ ３８７．５�

（川崎）

（１７頭）

売 得 金
単勝： １６５，１２３，５００円 複勝： ２３７，２９６，８００円 枠連： １２３，８１０，６００円 馬連： ６１６，１５２，２００円 馬単： ３６５，７１６，５００円

ワイド： ２２３，１６８，８００円 ３連複： ９２８，４５２，７００円 ３連単： １，８９４，１８６，７００円 ５重勝： ６８１，０６５，９００円 計： ５，２３４，９７３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � １，１４０円 � ２７０円 枠 連（１－６） ８８０円

馬 連 �� ９，１００円 馬 単 �� １１，８８０円

ワ イ ド �� ２，３５０円 �� ４７０円 �� ８，７００円

３ 連 複 ��� ２６，９１０円 ３ 連 単 ��� １３７，５００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����� ５８，７５０円

票 数

単勝票数 計１６５１２３５ 的中 � ６７０３５４（１番人気）
複勝票数 計２３７２９６８ 的中 � ７８９０８５（１番人気）� ３４９８８（１４番人気）� １９６６５８（４番人気）
枠連票数 計１２３８１０６ 的中 （１－６） １０３９０１（４番人気）
馬連票数 計６１６１５２２ 的中 �� ４９９９４（３０番人気）
馬単票数 計３６５７１６５ 的中 �� ２２７２３（４１番人気）
ワイド票数 計２２３１６８８ 的中 �� ２２４６９（２８番人気）�� １２９３４４（３番人気）�� ５９１７（７２番人気）
３連複票数 計９２８４５２７ 的中 ��� ２５４６５（８４番人気）
３連単票数 計１８９４１８６７ 的中 ��� １０１６７（３８０番人気）
５重勝票数 差引計６８１０６５９（返還計 ８６３８） 的中 ����� ８５５６

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．４―２３．４―３５．２―４７．４―１：００．２―１：１２．６―１：２４．４―１：３６．１―１：４７．６―１：５９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．７
１
３

・（５，１０）－１７（３，１１）１２（２，６，１３）（４，１５）１（７，８，１４，１６）－９
５，１０（１７，１２，１３）（１１，１５）（３，１６）（２，８）（１，６，９）（４，１４）７

２
４
５，１０－１７（３，１１，１２）（２，１３）（６，１５）（１，１６）（４，８）（７，１４）－９・（５，１０，１２，１３）（１７，１５）（３，１１，２，８）６（１，１４）（４，１６）（７，９）

勝馬の
紹 介

フェノーメノ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Danehill デビュー ２０１１．１０．３０ 東京１着

２００９．４．２０生 牡３青鹿 母 ディラローシェ 母母 Sea Port ７戦４勝 賞金 １９１，１６６，０００円
〔騎手変更〕 ソルレヴァンテ号の騎手後藤浩輝は，負傷のため大野拓弥に変更。
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりフェノーメノ号・スカイディグニティ号・ダノンジェラート号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

２５０６０ ９月１７日 晴 稍重 （２４中山４）第５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 ７，２００，０００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

７１４ シンキングマシーン 牡３黒鹿５５ 横山 典弘佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド ５０２＋ ４１：１２．２ ３．５�

４７ ウエスタンレビュー 牝４黒鹿５５ 柴田 善臣西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか 北西牧場 ４９０＋ ６１：１２．３� １５．７�
４８ � フェアエレン 牝３栗 ５３ 佐藤 哲三前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 WinStar

Farm LLC ４７４＋ ２１：１２．５１	 １３．２�
７１３ ハワイアンシュガー 牡４黒鹿５７ 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 ４４０＋ ４ 〃 ハナ １５９．１�
８１５ ユキノマークン 牡４鹿 ５７ 津村 明秀井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 ４８２－ ８１：１２．７１� １７．５�
３６ ウインクロニクル 牡５黒鹿５７ 石橋 脩�ウイン 清水 英克 浦河 鎌田 正嗣 ４６８－ ６１：１２．９１	 ３．４�
６１１� セイウンシェンロン 牡５黒鹿５７ 勝浦 正樹西山 茂行氏 古賀 史生 米 Brilliant

Stables Inc. ４５８± ０１：１３．１
 ２１．４	
２３ �� ソンガヴァッツォ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司吉田 和美氏 大竹 正博 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC. ５２６－１４ 〃 クビ ７．４

２４ キングビート 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲横山 和生�桜井牧場 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４７０＋ ６１：１３．４１
 ６７．８�
８１６� デルマクリシュナ 牡４栗 ５７ 村田 一誠浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ５００－ ４１：１３．７２ １６０．８
５９ ウメジマダイオー 牡３鹿 ５５ 江田 照男村田 滋氏 嶋田 潤 平取 高橋 啓 B４９２＋ ９１：１３．８クビ ２１６．３�
１１ アラマサスチール 牝４鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５４± ０１：１４．０１	 １２２．７�
１２ ダンスインザマミー 牝３黒鹿５３ 田辺 裕信落合 幸弘氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４１４－ ２１：１４．１
 １３６．０�
６１２ パワーヒッター 牡３鹿 ５５ 今野 忠成丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 ４９２＋１０１：１４．４１
 ２２．５�

（川崎）

３５ � バグダッドカフェ 牝３鹿 ５３ 丸山 元気吉田 和美氏 栗田 徹 米 Dr. Char-
les S. Giles B５１０＋ ６ 〃 クビ ４．９�

５１０ ビ ー ム 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥小田切有一氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 ５１４＋ ８１：１４．８２� ２１４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５８，２４３，１００円 複勝： ７５，３１８，４００円 枠連： ４５，９７９，１００円

馬連： １５９，３７１，９００円 馬単： ９３，９６２，５００円 ワイド： ５９，５９７，３００円

３連複： ２１１，０６２，８００円 ３連単： ４２５，６５４，３００円 計： １，１２９，１８９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ３６０円 � ３２０円 枠 連（４－７） １，０３０円

馬 連 �� ２，２２０円 馬 単 �� ３，３８０円

ワ イ ド �� ８６０円 �� ９２０円 �� ２，９５０円

３ 連 複 ��� １２，０１０円 ３ 連 単 ��� ４８，７００円

票 数

単勝票数 計 ５８２４３１ 的中 � １３２０４８（２番人気）
複勝票数 計 ７５３１８４ 的中 � １５８１４７（１番人気）� ４８０９３（６番人気）� ５５１１７（５番人気）
枠連票数 計 ４５９７９１ 的中 （４－７） ３３００６（４番人気）
馬連票数 計１５９３７１９ 的中 �� ５３１３６（６番人気）
馬単票数 計 ９３９６２５ 的中 �� ２０５６１（１１番人気）
ワイド票数 計 ５９５９７３ 的中 �� １７４５０（７番人気）�� １６３５５（９番人気）�� ４７６９（３２番人気）
３連複票数 計２１１０６２８ 的中 ��� １２９７６（４０番人気）
３連単票数 計４２５６５４３ 的中 ��� ６４５１（１５４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．５―１２．５―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．５―４７．０―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンキングマシーン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Gilded Time デビュー ２０１１．１１．２７ 東京２着

２００９．４．２生 牡３黒鹿 母 フサイチジェット 母母 Long Distance ８戦２勝 賞金 ２４，２００，０００円
〔騎手変更〕 パワーヒッター号の騎手後藤浩輝は，負傷のため今野忠成に変更。
〔発走状況〕 ウインクロニクル号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔調教再審査〕 ウインクロニクル号は，発走調教再審査。
※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。

５レース目



（２４中山４）第５日 ９月１７日 （祝日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７１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

２５６，４６０，０００円
５，６６０，０００円
２，６６０，０００円
２３，０１０，０００円
５４，１２９，５００円
５，４０９，８００円
１，６４１，６００円

勝馬投票券売得金
４７４，７４５，５００円
７８２，３６５，１００円
３６４，０２４，７００円
１，４３１，０４１，１００円
９１６，３２２，０００円
５５８，０６０，６００円
１，９７５，５７７，８００円
３，９２３，１２４，７００円
６８１，０６５，９００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 １１，１０６，３２７，４００円

総入場人員 ２７，５５３名 （有料入場人員 ２５，０４２名）


