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２５０６１ ９月２２日 曇 良 （２４中山４）第６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

８１４ サングブルー 牡２芦 ５４ 北村 宏司吉田 和美氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４４０－ ２１：４８．６ ２．１�

７１２ サンダーオーシャン 牡２鹿 ５４ 中舘 英二千明牧場 松山 康久 日高 千明牧場 ５００－ ６１：４８．９２ ２４．７�
８１３ ブルーバレット 牝２黒鹿５４ 石橋 脩泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 ４６４＋ ４１：４９．０� ７．６�
５８ キョウエイカミング 牝２黒鹿５４ 木幡 初広田中 晴夫氏 武藤 善則 浦河 福岡 光夫 ４４２＋ ２１：４９．１クビ １２．１�
５７ テワヒポウナム 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム ４２６± ０１：４９．４１� ８．９�
６９ コスモフェイト 牡２鹿 ５４ 柴田 大知岡田 繁幸氏 畠山 重則 新ひだか 乾 皆雄 ４５４＋ ４１：４９．５� １３．８�
３４ プ ル ー フ 牝２栗 ５４ 吉田 隼人近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４２６－ ２１：４９．６クビ ４２．５	
１１ サムソンズプライド 牡２鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム ４６０＋１２１：４９．８１� ６．９

２２ ポ ッ ド レ イ 牝２青鹿５４ 田辺 裕信小川眞査雄氏 小桧山 悟 新ひだか 坂本 春雄 ４３２＋１８１：４９．９� １０．８�
６１０ ホーリーナンバー 牡２黒鹿５４ 三浦 皇成西森 道男氏 栗田 徹 新冠 越湖牧場 ４３２± ０１：５０．１１ ３４．０�
４６ ヤギリハーツ 牡２鹿 ５４ 丸田 恭介内田ヤエ子氏 高橋 義博 平取 稲原牧場 ４５８＋ ４１：５０．３１� ６６．６
４５ ディアキーパー 牡２鹿 ５４ 江田 照男ディアレスト 菊川 正達 浦河 桑田フアーム B４２８＋ ６１：５０．５１� ６３．７�
７１１ カシノリュウセイ 牡２黒鹿５４ 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 浦河 野村 正 ４３８± ０１：５０．６� ３０４．１�
３３ テ ロ ワ ー ル 牝２黒鹿５４ 田中 博康 �スピードファーム 和田正一郎 新ひだか 石川 栄一 ４０６－ ４１：５１．７７ ４００．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，６３０，８００円 複勝： ３１，５１０，９００円 枠連： １５，３２２，４００円

馬連： ４７，２２５，９００円 馬単： ３４，０９７，１００円 ワイド： ２２，２４０，３００円

３連複： ６４，３４０，１００円 ３連単： １０３，９８６，１００円 計： ３３６，３５３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ４７０円 � ２００円 枠 連（７－８） １，５２０円

馬 連 �� ２，２１０円 馬 単 �� ３，２１０円

ワ イ ド �� ７７０円 �� ３００円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� ３，７５０円 ３ 連 単 ��� １７，６００円

票 数

単勝票数 計 １７６３０８ 的中 � ６９２３９（１番人気）
複勝票数 計 ３１５１０９ 的中 � １０５５８０（１番人気）� １１４５４（９番人気）� ３６７２７（２番人気）
枠連票数 計 １５３２２４ 的中 （７－８） ７４６７（６番人気）
馬連票数 計 ４７２２５９ 的中 �� １５７９２（７番人気）
馬単票数 計 ３４０９７１ 的中 �� ７８６３（１１番人気）
ワイド票数 計 ２２２４０３ 的中 �� ６８４５（７番人気）�� ２１３９１（１番人気）�� ２２４８（２９番人気）
３連複票数 計 ６４３４０１ 的中 ��� １２６８８（１３番人気）
３連単票数 計１０３９８６１ 的中 ��� ４３６１（４４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．１―３５．９―４８．２―５９．９―１：１１．８―１：２３．９―１：３５．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サングブルー �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー ２０１２．７．２２ 新潟２着

２０１０．４．６生 牡２芦 母 ラヴァーズチェイス 母母 パルフェアムール ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円

２５０６２ ９月２２日 曇 良 （２４中山４）第６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

４８ ステラビアンカ 牡２栗 ５４
５２ △嶋田 純次�ヒダカファーム阿部 新生 浦河 ヒダカフアーム ４４０＋ ６１：３５．９ ４．１�

７１３ ダイワフォース 牡２黒鹿５４ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４４２－ ２１：３６．０� ２．４�
３６ リリーエンゼル 牝２栗 ５４ 田辺 裕信柳内 光子氏 久保田貴士 新冠 オリエント牧場 ４５２＋１６１：３６．２１� ４．８�
４７ ジョブックガーター 牡２青 ５４ 木幡 初広�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 ４５０－ ６１：３６．５２ ４５．６�
１２ ブラックフライデー 牡２鹿 ５４ 吉田 豊保坂 和孝氏 木村 哲也 新ひだか 西村 和夫 ４５４－ ４１：３６．６� １５．９�
１１ サンマルアクトレス 牝２栗 ５４ 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 新ひだか 武 牧場 ４５０＋ ８１：３６．７� １２１．８	
６１２ スノードロップ 牝２芦 ５４ 柴田 大知山口 敦広氏 浅野洋一郎 新ひだか 藤沢牧場 ４４８－ ４１：３６．８� ２７．９

６１１ カシノワルツ 牝２黒鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 ４２６＋ ４ 〃 ハナ ５１．４�
８１５ マ リ ン レ イ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一山田 裕仁氏 伊藤 大士 浦河 金成吉田牧場 ４５６－１８ 〃 クビ ２６１．２�
３５ グラストンベリー 牝２芦 ５４ 江田 照男日下部勝�氏 栗田 徹 新ひだか 森 俊雄 ４１８－ ４１：３７．０１� ２１．７
８１６ ニシノオドリコ 牝２栗 ５４ 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 ４６２－ ４１：３７．２１� １１．５�
７１４ ハッピードライブ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B４６２－ ４１：３７．３クビ １３．３�
５９ エーブウルトラマン 牡２栗 ５４ 吉田 隼人 �レーシングホース

ジャパン 斎藤 誠 新ひだか 下屋敷牧場 ４１８－ ２１：３７．６２ ４７．４�
２４ メルクマール 牡２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 バンダム牧場 ４５２－ ６ 〃 ハナ ２９５．２�
２３ マイネルリネージ 牡２鹿 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 中本 隆志 ５０４＋１０１：３７．８� ２１７．３�
５１０ ジャックザビーン 牡２鹿 ５４ 松岡 正海小山 豊氏 阿部 新生 新ひだか 岡田牧場 ４８４＋１０１：３８．６５ ２２２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６９０，３００円 複勝： ３１，２４２，５００円 枠連： １５，５７０，３００円

馬連： ４９，９８０，２００円 馬単： ３４，４５９，２００円 ワイド： ２３，１８５，１００円

３連複： ６４，７０１，７００円 ３連単： １１０，２４９，２００円 計： ３４８，０７８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（４－７） ５００円

馬 連 �� ５６０円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ４２０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ７８０円 ３ 連 単 ��� ５，１００円

票 数

単勝票数 計 １８６９０３ 的中 � ３６０４５（２番人気）
複勝票数 計 ３１２４２５ 的中 � ４５７９６（２番人気）� ９５５２４（１番人気）� ４０２８２（３番人気）
枠連票数 計 １５５７０３ 的中 （４－７） ２３０２２（１番人気）
馬連票数 計 ４９９８０２ 的中 �� ６５９０６（２番人気）
馬単票数 計 ３４４５９２ 的中 �� １９３７７（３番人気）
ワイド票数 計 ２３１８５１ 的中 �� ２２９９６（１番人気）�� １２６５６（４番人気）�� １９６０１（２番人気）
３連複票数 計 ６４７０１７ 的中 ��� ６１３０５（１番人気）
３連単票数 計１１０２４９２ 的中 ��� １５９７４（４番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１２．２―１２．４―１２．７―１１．９―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．３―３５．５―４７．９―１：００．６―１：１２．５―１：２４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．３

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

勝馬の
紹 介

ステラビアンカ �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 キングヘイロー デビュー ２０１２．７．２１ 新潟１０着

２０１０．２．２５生 牡２栗 母 ラブリーバローズ 母母 ピアノレッスン ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円

第４回 中山競馬 第６日



２５０６３ ９月２２日 曇 稍重 （２４中山４）第６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）

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 ドラゴンピース 牡３鹿 ５６
５３ ▲杉原 誠人窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４９２－ ４１：５５．６ ６．０�

８１５ オ フ シ ョ ア 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �グリーンファーム 矢野 英一 千歳 社台ファーム B４４０－ ２ 〃 クビ ６．７�
５１０ チアフルウェルカム 牡３栗 ５６ 中舘 英二吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２１：５５．８１� ６．５�
４８ インパクトシチー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 日高 幾千世牧場 ４１４＋ ２１：５６．０１� １０．０�
２４ ホクレアポパイ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 ４２４＋ ２１：５６．３１� ７．８�
３６ マイネルレーサー 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B４６４－ ４１：５６．６１� ２２．３�
７１４ レッドガルシア 牡３栗 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B５０２＋ ２１：５７．５５ １１．５	
５９ ケイアイホクト 牡３鹿 ５６

５４ △嶋田 純次 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 村上牧場 ４５８± ０１：５７．６� ５５．８

７１３ トーホウドラクロワ 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B４４８＋ ２１：５８．０２� ２７３．８�
８１６ クレバーフウジン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海田� 正明氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４３４－１４ 〃 ハナ １６．２
３５ カ ー ラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一武田 茂男氏 柄崎 孝 新冠 大栄牧場 B４３４± ０１：５８．１� ３１８．８�
２３ ヒラボクボス 牡３青鹿５６ 北村 宏司�平田牧場 大竹 正博 浦河 大北牧場 B５０２＋ ４１：５８．４１� ８．０�
１２ バンダムデサント 牡３黒鹿５６ 田中 博康山科 統氏 黒岩 陽一 浦河 バンダム牧場 ５０２－１２１：５８．７１� １９８．５�
６１２ セントシルバーツウ 牡３栗 ５６

５３ ▲高嶋 活士太田銀一郎氏 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４７６－ ４ 〃 アタマ ２９８．６�
１１ ミスターナインワン 牡３鹿 ５６ 江田 照男増山 武志氏 萱野 浩二 新冠 ムラカミファーム ４６２－ ２１：５８．９１� ２４．８�
４７ ダッシュファイアー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ５５４＋ ６ （競走中止） ５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６９８，５００円 複勝： ４１，１８２，１００円 枠連： １９，７０９，１００円

馬連： ５８，３７７，４００円 馬単： ３３，７３０，５００円 ワイド： ２６，６７６，０００円

３連複： ８０，１７７，２００円 ３連単： １１９，５４８，３００円 計： ３９９，０９９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２１０円 � ２１０円 � １９０円 枠 連（６－８） １，５４０円

馬 連 �� １，９７０円 馬 単 �� ３，６３０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� ６４０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ３，３９０円 ３ 連 単 ��� ２０，３００円

票 数

単勝票数 計 １９６９８５ 的中 � ２５８８４（２番人気）
複勝票数 計 ４１１８２１ 的中 � ５２７４１（３番人気）� ５２４５２（４番人気）� ５９８５２（１番人気）
枠連票数 計 １９７０９１ 的中 （６－８） ９５０１（９番人気）
馬連票数 計 ５８３７７４ 的中 �� ２１９０３（５番人気）
馬単票数 計 ３３７３０５ 的中 �� ６８７５（４番人気）
ワイド票数 計 ２６６７６０ 的中 �� ７６１７（８番人気）�� １０３８６（３番人気）�� １１０７６（１番人気）
３連複票数 計 ８０１７７２ 的中 ��� １７４７４（３番人気）
３連単票数 計１１９５４８３ 的中 ��� ４３４７（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３７．０―５０．３―１：０３．２―１：１６．１―１：２９．３―１：４２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンピース �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ミ シ ル デビュー ２０１２．７．２８ 新潟１０着

２００９．２．２６生 牡３鹿 母 モ ノ ト ー ン 母母 ノビアボニータ ３戦１勝 賞金 ５，８００，０００円
〔競走中止〕 ダッシュファイアー号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症したため３コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 コナセラー号・シアンナ号・シャイニークラウン号・モエレプレジデント号・ヤマニンエミュ号

２５０６４ ９月２２日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２４中山４）第６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

２２ アドバンスヘイロー 牡６青鹿６０ 平沢 健治西川 隆士氏 武藤 善則 新冠 佐藤 信広 ４７０＋１０３：１４．９ ７．５�

７１２ シュヴァルツシルト �４黒鹿６０ 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４７０＋１０ 〃 クビ １．８�
３３ トーアクリスタル 牡４芦 ６０ 草野 太郎高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５５６＋ ４３：１７．１大差 ５３．４�
７１１� トーセンタイガー 牡４鹿 ６０ 石神 深一島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム ５１８＋１２３：１７．２クビ ７．０�
５８ � スマートステージ �７鹿 ６０ 横山 義行大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 ４９２＋ ６３：１７．７３ ４．８	
１１ アンシャンテルール 牝４黒鹿５８ 高野 和馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４５０＋ ６３：１８．３３� ５１．５

３４ � タ ト ゥ ー ン 牝４鹿 ５８ 蓑島 靖典戸山 昌彦氏 南田美知雄 新ひだか 田中 裕之 ４５８－ ６３：１８．６１� １４８．３�
４６ ティンバーウルフ 牡５栗 ６０ 江田 勇亮大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム ４４４＋ ２３：１８．９２ １２．８�
８１３ グランドジョラス 牡４青鹿６０ 山本 康志楠本 勝美氏 高木 登 日高 宝寄山 敏之 ５１２＋１０３：１９．３２� １０２．８
４５ フクノゴウヒメ 牝３鹿 ５６ ▲高嶋 活士福島 実氏 嶋田 功 日高 中川牧場 ４２８± ０３：２０．６８ １９３．９�
５７ セントアンズ 牝５栗 ５８ 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４８２＋ ８ 〃 クビ ７７．２�
８１４ スリリングレディ 牝３栗 ５６ 大江原 圭久保 敏文氏 大江原 哲 日高 大沢育成牧場 ４４０＋ ２３：２０．７クビ ２４．０�
６１０� スパイクウッド 牡７栗 ６０ 浜野谷憲尚吉橋 計氏 戸田 博文 門別 新井 弘幸 ５０６＋１８３：２１．９７ １１１．２�
６９ マジックモーメント 牡７黒鹿６０ 池崎 祐介藤井 謙氏 的場 均 浦河 日東牧場 ４５４－１４３：４０．０大差 １５８．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，８２１，８００円 複勝： ２８，７４６，１００円 枠連： １２，２１６，２００円

馬連： ３３，１２３，５００円 馬単： ２９，３２９，４００円 ワイド： １５，４４３，３００円

３連複： ４７，６２４，２００円 ３連単： １０４，０４０，６００円 計： ２８６，３４５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � ７３０円 枠 連（２－７） ４７０円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ２，３１０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ５，１５０円 ３ 連 単 ��� ２７，１１０円

票 数

単勝票数 計 １５８２１８ 的中 � １６８０６（４番人気）
複勝票数 計 ２８７４６１ 的中 � ２９２０５（２番人気）� １４７４６９（１番人気）� ４７４６（８番人気）
枠連票数 計 １２２１６２ 的中 （２－７） １９３１４（２番人気）
馬連票数 計 ３３１２３５ 的中 �� ４８８５７（１番人気）
馬単票数 計 ２９３２９４ 的中 �� １３４７４（７番人気）
ワイド票数 計 １５４４３３ 的中 �� １７９３９（１番人気）�� １４５６（２４番人気）�� ３０６４（１３番人気）
３連複票数 計 ４７６２４２ 的中 ��� ６８２７（１６番人気）
３連単票数 計１０４０４０６ 的中 ��� ２８３３（７６番人気）

上り １マイル １：４７．２ ４F ５１．１－３F ３８．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドバンスヘイロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２００８．７．６ 函館３着

２００６．５．４生 牡６青鹿 母 デヴィルズフラート 母母 Snuggle 障害：４戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔制裁〕 トーアクリスタル号の騎手草野太郎は，決勝線手前での御法について戒告。



２５０６５ ９月２２日 曇 良 （２４中山４）第６日 第５競走 ��１，２００�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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

４８ ワンツーステップ 牝２芦 ５４ 田中 勝春佐々木完二氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 ４２０ ―１：１０．２ ３．６�

１２ パティキュラリー 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４３４ ―１：１０．３� １７．５�
５９ ブロンドヒロイン 牝２栗 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム ４５２ ―１：１０．４� ４．６�
７１４ ヒストリアドリーム 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム ４５２ ―１：１０．５クビ ３．１�
６１２ コントレイル 牝２栗 ５４ 西田雄一郎藤田 在子氏 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 ４３６ ― 〃 クビ ２５．４�
２３ マリンブリッジ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人岡 浩二氏 中川 公成 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４０４ ―１：１０．７１� １１．８�
６１１ エムエフフラワー 牝２青鹿 ５４

５１ ▲西村 太一古屋 守朗氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 ４９６ ―１：１０．８� ２６６．６	
５１０ ラブジョーイ 牝２青鹿５４ 江田 照男増田 陽一氏 星野 忍 新冠 中地 義次 ４３８ ―１：１１．１１� １１８．８

３６ ミヤビヴァージナル 牝２栗 ５４

５１ ▲長岡 禎仁村上 義勝氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 ４２６ ―１：１１．５２� ７５．５�
７１３ キョウワイリス 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 ４５０ ― 〃 クビ １６９．６�
３５ ヤマタケハーディ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信山中 和子氏 萱野 浩二 浦河トラストスリーファーム ４５８ ―１：１１．６クビ １５．２
８１６ クリノアルプス 牝２栗 ５４ 木幡 初広栗本 博晴氏 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 ４１８ ―１：１１．８１� １８３．５�
８１５ ビコーズオブラヴ 牝２青鹿 ５４

５２ △嶋田 純次 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 村上 欽哉 ４６２ ― 〃 アタマ ８９．４�
４７ リネンクローバー 牝２黒鹿５４ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 青森 青南ムラカミ

ファーム ４５２ ―１：１２．０１� １０３．６�
１１ フジイエロー 牝２栗 ５４

５１ ▲山崎 亮誠藤田 達男氏 矢野 英一 新冠 佐藤 信広 ４３４ ―１：１３．８大差 ７．７�
２４ ブライティアマンボ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 ４２６ ―１：１４．０１� １３４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５２９，７００円 複勝： ３０，２２０，６００円 枠連： １４，８５４，３００円

馬連： ４６，７０８，２００円 馬単： ３２，７５２，６００円 ワイド： ２２，５９５，６００円

３連複： ５８，５９９，２００円 ３連単： １０１，９４１，２００円 計： ３２８，２０１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � ３９０円 � １９０円 枠 連（１－４） ９００円

馬 連 �� ２，６００円 馬 単 �� ４，２７０円

ワ イ ド �� ９１０円 �� ４８０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ４，８７０円 ３ 連 単 ��� ２７，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２０５２９７ 的中 � ４５３２７（２番人気）
複勝票数 計 ３０２２０６ 的中 � ６３０１１（２番人気）� １５９１９（７番人気）� ４４１５７（３番人気）
枠連票数 計 １４８５４３ 的中 （１－４） １２１９８（４番人気）
馬連票数 計 ４６７０８２ 的中 �� １３２８１（１１番人気）
馬単票数 計 ３２７５２６ 的中 �� ５６６８（１９番人気）
ワイド票数 計 ２２５９５６ 的中 �� ６０３７（１１番人気）�� １２３８７（３番人気）�� ４１８７（１８番人気）
３連複票数 計 ５８５９９２ 的中 ��� ８８８８（１５番人気）
３連単票数 計１０１９４１２ 的中 ��� ２７７５（８１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．８―１１．６―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．６―４６．２―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３５．６
３ １０，７（２，１４）（１１，１２）（８，９）（３，６）－１３，５，１６－１５＝４－１ ４ １０，７（２，１４）（９，１２）（１１，８）－（３，６）（５，１３）１６－１５＝（４，１）

勝馬の
紹 介

ワンツーステップ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 オ ジ ジ ア ン 初出走

２０１０．４．２０生 牝２芦 母 ビクトリーステップ 母母 ミセスビクトリア １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ワンツーステップ号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１４番への進

路影響）
※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） ６頭 アルデオ号・エイプリルメロディ号・ニシノマオジュー号・ムジョウノカゼ号・ムーンメイヴン号・

ラヴネヴァーダイズ号

２５０６６ ９月２２日 曇 稍重 （２４中山４）第６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 ４００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

６１１ ランドシャーク 牡３鹿 ５６ 石橋 脩千明牧場 勢司 和浩 平取 稲原牧場 ４９２－２２１：１１．６ １３．２�

５１０� レッドガナドーラ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 米 Don L. Ming ５２２＋ ２１：１１．８１ ７．８�
１１ ディオニソス 牡３鹿 ５６

５３ ▲山崎 亮誠日下部勝�氏 土田 稔 安平 ノーザンファーム ４９６－ ５１：１２．５４ ４２３．４�
８１６ ケージーヒトメボレ 牝３栗 ５４ 松岡 正海川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４５０＋ ６ 〃 クビ １．７�
８１５ シンフォニエッタ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎村野 康司氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド ４５４± ０１：１３．１３� ２４．４�
６１２ シルクスコーピオン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹有限会社シルク杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４８０－ ４１：１３．３� １３．１�
３５ ラヴィーズバード 牝３鹿 ５４

５２ △嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 ４２８－ ６１：１３．４� ８．５	
４７ ケイアイカーム 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �啓愛義肢材料販売所 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 ４４８± ０１：１３．７２ ６．９

１２ ア ズ キ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 B４２６－ ４１：１３．９１� ２６．９�
５９ ティルトザキルト 牡３栗 ５６ 吉田 隼人�ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ５１２＋ ２１：１４．３２� ６６．５
２３ タイガーキングダム 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人岡田 牧雄氏 萩原 清 新ひだか 岡田スタツド ４３８± ０１：１４．６１� １４１．９�
７１４ アキノアポロ 牡３芦 ５６ 村田 一誠穐吉 正孝氏 田中 剛 青森 諏訪牧場 ４８２－１０１：１４．７� ３１３．４�
３６ ファミリークラフト 牝３栗 ５４ 黛 弘人大原 詔宏氏 尾関 知人 浦河 有限会社

大原ファーム ４４２ ―１：１４．８クビ １５７．７�
７１３ ウインディーヴァ 牝３青鹿５４ 中谷 雄太�ウイン 畠山 重則 新冠 村上 欽哉 ４０８－１０１：１５．４３� ５１１．６�
２４ ユ ア ム ー ブ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 出羽牧場 ４４０－１２１：１５．６１	 ３０５．８�
４８ アトムフェニックス 牝３鹿 ５４ 柴田 大知永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４１２－ ２１：１５．８１� ３５６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，３９６，７００円 複勝： ４７，８６０，１００円 枠連： １６，６１５，２００円

馬連： ５６，９９８，５００円 馬単： ４６，０８９，９００円 ワイド： ２７，１１１，５００円

３連複： ７６，６８９，１００円 ３連単： １４６，５１４，２００円 計： ４４５，２７５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３２０円 複 勝 � ４４０円 � ３７０円 � ６，９３０円 枠 連（５－６） １，５３０円

馬 連 �� ３，７８０円 馬 単 �� ７，５９０円

ワ イ ド �� １，５８０円 �� ２８，９３０円 �� ２５，９７０円

３ 連 複 ��� ２７８，８１０円 ３ 連 単 ��� １，００１，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２７３９６７ 的中 � １６３６６（６番人気）
複勝票数 計 ４７８６０１ 的中 � ３０４１０（５番人気）� ３７５５７（４番人気）� １５８５（１４番人気）
枠連票数 計 １６６１５２ 的中 （５－６） ８０５８（６番人気）
馬連票数 計 ５６９９８５ 的中 �� １１１４３（１３番人気）
馬単票数 計 ４６０８９９ 的中 �� ４４８３（２３番人気）
ワイド票数 計 ２７１１１５ 的中 �� ４３６２（２０番人気）�� ２２７（７７番人気）�� ２５３（７０番人気）
３連複票数 計 ７６６８９１ 的中 ��� ２０３（１８８番人気）
３連単票数 計１４６５１４２ 的中 ��� １０８（８１９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．３―１２．１―１２．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．９―４６．０―５８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．７
３ １０，１１，１６，１，９－（１４，１５）（２，５，１２）－（４，３）８－７－６－１３ ４ １０，１１，１６－１－（９，１５）－（２，１４，１２）５，４（７，３）８－６－１３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ランドシャーク �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１２．２．１１ 東京５着

２００９．３．１３生 牡３鹿 母 エ ア リ ン グ 母母 コニーストン ５戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔発走状況〕 ラヴィーズバード号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アトムフェニックス号は，平成２４年１１月２２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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マヤノフォルゴーレ号
（非抽選馬） ６頭 アンタイトルド号・ヴィアフェラータ号・ウインエポナ号・エリモブリーズ号・スイートネモフィラ号・タカオキセキ号



２５０６７ ９月２２日 曇 稍重 （２４中山４）第６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）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３４ ナムラエメラルド 牝４鹿 ５５ 横山 典弘奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４６８－ ４１：５４．７ ７．１�

７１２ ハッピーマリーン 牝３栗 ５２ 蛯名 正義道永 幸治氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ５１２－ ８ 〃 クビ ３．５�
２３ プ リ ー ム ス 牝３鹿 ５２ 丸田 恭介林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８６± ０１：５４．８� ４．７�
５８ トーセンビート 牝４鹿 ５５ 北村 宏司島川 �哉氏 木村 哲也 日高 ヤナガワ牧場 ４８４－ ２１：５４．９クビ ２９．２�
８１５� トーホウビューティ 牝４栗 ５５

５３ △嶋田 純次東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社
吉田ファーム ４６８－ ２１：５５．０� ２１．７�

６１０ メジロカトリーヌ 牝５鹿 ５５
５２ ▲高嶋 活士岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４８８＋ ４１：５５．２� １１２．８	

１１ オチャノコサイサイ 牝５黒鹿 ５５
５２ ▲菅原 隆一 
高木競走馬育成牧場 田村 康仁 平取 稲原 肇 ４６０＋ ２１：５５．３� ６２．１�

３５ ル イ ー ズ 牝４青鹿５５ 吉田 豊大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム B４８０＋ ８１：５５．６１� ８．９�
２２ ツクバオトメ 牝４鹿 ５５ 黛 弘人荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４５４－１２１：５５．７� １１６．８
６１１ ミラクルフラッグ 牝５栗 ５５ 田辺 裕信小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 B５０２＋ ６１：５６．４４ ５２．５�
５９ ケイジーシオン 牝４黒鹿５５ 石橋 脩鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 浦河 梅田牧場 ４８４＋ ２１：５６．７１� ３．３�
４７ � サンタンジェロ 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４３４－１６ 〃 クビ １６３．６�
８１４ オペラフォンテン 牝４栗 ５５ 柴田 大知吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 B４７６－ ４１：５７．０１� ２４．２�
７１３ ヴ ィ ザ ヴ ィ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４＋ ４１：５７．７４ １７４．３�
４６ ヤマニンレジェール 牝４栗 ５５ 柴山 雄一土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 伉助 ４８０＋ ２１：５９．０８ ８５．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，２３４，８００円 複勝： ４６，４５３，１００円 枠連： ２０，２４１，４００円

馬連： ６７，７７６，８００円 馬単： ４５，３０５，０００円 ワイド： ３３，３４２，９００円

３連複： ８６，７０１，７００円 ３連単： １５０，６２６，６００円 計： ４７４，６８２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２２０円 � １６０円 � ２２０円 枠 連（３－７） ６９０円

馬 連 �� １，３００円 馬 単 �� ２，７００円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ８７０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ３，０６０円 ３ 連 単 ��� １８，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２４２３４８ 的中 � ２７２０６（４番人気）
複勝票数 計 ４６４５３１ 的中 � ５３００１（３番人気）� ９２９６９（２番人気）� ５０７００（４番人気）
枠連票数 計 ２０２４１４ 的中 （３－７） ２１７３０（３番人気）
馬連票数 計 ６７７７６８ 的中 �� ３８６５４（６番人気）
馬単票数 計 ４５３０５０ 的中 �� １２４２９（１１番人気）
ワイド票数 計 ３３３４２９ 的中 �� １７７８５（５番人気）�� ９０９８（９番人気）�� １４９７８（６番人気）
３連複票数 計 ８６７０１７ 的中 ��� ２０９３４（９番人気）
３連単票数 計１５０６２６６ 的中 ��� ６１０６（４７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．９―１３．３―１３．２―１２．３―１２．５―１２．３―１２．６―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．８―３８．１―５１．３―１：０３．６―１：１６．１―１：２８．４―１：４１．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラエメラルド �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 フオテイテン デビュー ２０１０．１２．２５ 中山９着

２００８．５．４生 牝４鹿 母 ナムラキャサリン 母母 フ ェ ナ １９戦３勝 賞金 ３０，９００，０００円

２５０６８ ９月２２日 曇 稍重 （２４中山４）第６日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時０５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

８９ エーペックス 牡３青鹿５４ 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 ４９０－ ６１：５４．４ ５．８�

４４ プリュキエール 牡３青鹿５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４８６＋ ４ 〃 クビ ５．３�
１１ � ロージーライト 牡４青鹿５７ 三浦 皇成栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 メイプルファーム ４８４± ０１：５４．６１� ６．４�
３３ シルクパルサー 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８４＋ ２１：５４．９２ １７．０�
６６ レ ジ ア ー ネ �４鹿 ５７ 蛯名 正義広尾レース� 尾関 知人 浦河 中島牧場 ４７２－ ４１：５５．５３� ４．９�
２２ ケイジーウィンザー 牡４栗 ５７ 岩部 純二鹿倉 勝	氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４９８＋ ８１：５５．７
 ３．６	
７７ ウエスタンブラボー 牡５青鹿５７ 柴田 善臣西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４７６＋ ６１：５５．８� ３２．３

５５ コ ナ セ ラ ー 牝３栗 ５２ 松岡 正海 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ４１：５７．５大差 ３８．５�
８１０ バンダムクラウス 牡５鹿 ５７ 江田 照男山科 統氏 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 B４５４－ ４１：５９．８大差 １６９．９�
７８ サンデーコア �３黒鹿５４ 田中 勝春坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 ４８２＋１０２：０１．２９ ７．２

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２６，４３３，３００円 複勝： ４７，７８１，９００円 枠連： １４，６０３，０００円

馬連： ７２，６０８，１００円 馬単： ４７，６４９，５００円 ワイド： ２９，４８２，２００円

３連複： ８２，８３６，１００円 ３連単： １６０，５１４，２００円 計： ４８１，９０８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２００円 � ２１０円 � ２００円 枠 連（４－８） ２，０１０円

馬 連 �� １，８４０円 馬 単 �� ３，３５０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ５４０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ３，２１０円 ３ 連 単 ��� １８，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２６４３３３ 的中 � ３６１３６（４番人気）
複勝票数 計 ４７７８１９ 的中 � ６５４１４（４番人気）� ６１２５８（５番人気）� ６５７２１（３番人気）
枠連票数 計 １４６０３０ 的中 （４－８） ５３６７（１１番人気）
馬連票数 計 ７２６０８１ 的中 �� ２９２２１（１０番人気）
馬単票数 計 ４７６４９５ 的中 �� １０５０３（１７番人気）
ワイド票数 計 ２９４８２２ 的中 �� １２０４９（９番人気）�� １３７６９（６番人気）�� １２２５４（８番人気）
３連複票数 計 ８２８３６１ 的中 ��� １９０５６（１５番人気）
３連単票数 計１６０５１４２ 的中 ��� ６５３２（８４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１２．３―１２．１―１２．２―１２．８―１３．４―１３．２―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．５―３６．８―４８．９―１：０１．１―１：１３．９―１：２７．３―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．３―３F４０．５
１
３

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

２
４

・（１０，２）－９－（３，６）（４，７，８）－５，１・（２，９）４（３，１，６）１０，７＝５－８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エーペックス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．７．２ 中山１着

２００９．３．８生 牡３青鹿 母 ケイアイポップス 母母 ケイアイユリカゴ １４戦２勝 賞金 ２１，８００，０００円
〔その他〕 サンデーコア号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バンダムクラウス号は，平成２４年１０月２２日まで平地競走に出走できない。
※コナセラー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２５０６９ ９月２２日 曇 良 （２４中山４）第６日 第９競走 ��
��２，０００�

な め が わ

行 川 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．２
１：５６．１

良

良

６７ サクセスパシュート 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人�嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 高昭牧場 ４６６－ ４１：５９．１ ２．３�

５５ ディサイファ 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０４＋１２１：５９．３１� ３．０�

５６ � アルティスト 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮塩入とめ子氏 嶋田 功 浦河 高岸 順一 ４９０＋ ４１：５９．４	 ４５．３�
８１１� ステルミナート 牡３芦 ５４ 村田 一誠�辻牧場 田中 剛 浦河 辻 牧場 ４８０－ ６１：５９．５
 ４２．０�
２２ ラクリモーサ 牝３青鹿５２ 勝浦 正樹 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４３４－ ４ 〃 クビ ３５．５�
７１０ ア ロ ヒ ラ ニ 牡３黒鹿５４ 田辺 裕信 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４４８－ ４１：５９．９２
 ３．４	
１１ � トウショウレイザー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６４＋１４２：００．１１� １８．４

７９ ケルンフォーティー 牡３栗 ５４ 津村 明秀谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４５２－ ６２：００．２クビ ７５．５�
８１２ カフェコンセール 牡３青 ５４ 田中 勝春吉野 弘司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４ 〃 アタマ ５７．７�
４４ ヒシマーベラス 牝３青 ５２ 松岡 正海阿部雅一郎氏 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 ４９４＋３６２：０１．２６ ５４．８
３３ ウィズインカチドキ 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥内藤 耕造氏 成島 英春 新ひだか 原口フアーム ４８４＋１０２：０１．４１
 ３６５．０�
６８ � トッププライス 牝５栗 ５５ 北村 宏司加藤 春夫氏 上原 博之 様似 宮本 一輝 ４８４＋１６２：０１．７１	 ２２４．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３６，８６１，１００円 複勝： ６５，８３１，７００円 枠連： ２０，５９２，３００円

馬連： １０２，７９４，２００円 馬単： ６９，５４２，２００円 ワイド： ４０，２３９，４００円

３連複： １２８，６０２，２００円 ３連単： ２７０，５５２，７００円 計： ７３５，０１５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ４３０円 枠 連（５－６） ３００円

馬 連 �� ３４０円 馬 単 �� ６４０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ７６０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� １，８５０円 ３ 連 単 ��� ５，５６０円

票 数

単勝票数 計 ３６８６１１ 的中 � １２７６３６（１番人気）
複勝票数 計 ６５８３１７ 的中 � ２２６６１５（１番人気）� １８５０６５（２番人気）� １９１９７（７番人気）
枠連票数 計 ２０５９２３ 的中 （５－６） ５１６４８（１番人気）
馬連票数 計１０２７９４２ 的中 �� ２２５９７４（１番人気）
馬単票数 計 ６９５４２２ 的中 �� ８０７６９（１番人気）
ワイド票数 計 ４０２３９４ 的中 �� ８１１００（１番人気）�� １０８６３（６番人気）�� ９２４７（１１番人気）
３連複票数 計１２８６０２２ 的中 ��� ５１５００（３番人気）
３連単票数 計２７０５５２７ 的中 ��� ３５９７４（９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１２．４―１１．６―１２．３―１１．９―１１．９―１１．５―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．４―３５．８―４７．４―５９．７―１：１１．６―１：２３．５―１：３５．０―１：４６．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サクセスパシュート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Nureyev デビュー ２０１１．３．１９ 阪神８着

２００８．４．１７生 牡４鹿 母 リアフォーモサ 母母 Sex Appeal １０戦３勝 賞金 ４１，８９５，０００円
※カフェコンセール号・ケルンフォーティー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２５０７０ ９月２２日 曇 良 （２４中山４）第６日 第１０競走 ��
��２，５００�

く じ ゅ う く り

九 十 九 里 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５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
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 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２９．５
２：２９．５

良

良

８１０ フェデラルホール 牡３黒鹿５４ 吉田 隼人吉田 勝己氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム ４７８－ ２２：３２．９ １．７�

８９ タイセイグルーヴィ 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 ４６２＋ ２２：３３．０� ５．８�
６６ スペースアーク 牡５鹿 ５７ 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４９２＋１６２：３３．２１ ８．８�
５５ ナンデヤネン 牡５青 ５７ 柴田 善臣杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４７８－ ８ 〃 クビ １４．５�
７８ � レオプログレス 牡７青 ５７ 田辺 裕信�レオ 木村 哲也 様似 清水 誠一 ４７２＋ ２２：３３．３クビ ２６．０�
１１ リ ベ ル タ ス 牡４鹿 ５７ 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８６＋ ２２：３３．５１	 ７．３�
７７ ローンウルフ 
７栗 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４６６－ ８ 〃 ハナ １６３．０	
４４ ロイヤルダリア 牡６黒鹿５７ 三浦 皇成矢野 和雅氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 B５１６＋ ６２：３４．１３� ７６．８

２２ ヤマニンアーマー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５２－１０２：３４．６３ ９．７�
３３ � セイカミカワ 牝５黒鹿５５ 田中 勝春久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ５００＋ ２２：３５．０２� ２４６．９�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３９，００４，８００円 複勝： ６９，９０３，５００円 枠連： ２０，６９８，３００円

馬連： ９８，９６０，９００円 馬単： ７５，４２１，１００円 ワイド： ３７，３９８，７００円

３連複： １１７，２７５，１００円 ３連単： ２９５，３９５，８００円 計： ７５４，０５８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（８－８） ５１０円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ２３０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ２，７２０円

票 数

単勝票数 計 ３９００４８ 的中 � １８６４８１（１番人気）
複勝票数 計 ６９９０３５ 的中 � ３５０９８６（１番人気）� ８２５０８（２番人気）� ７５４９９（３番人気）
枠連票数 計 ２０６９８３ 的中 （８－８） ３０２７７（１番人気）
馬連票数 計 ９８９６０９ 的中 �� １４５７１５（１番人気）
馬単票数 計 ７５４２１１ 的中 �� ８０９８３（１番人気）
ワイド票数 計 ３７３９８７ 的中 �� ５２７９７（１番人気）�� ４３３５３（２番人気）�� １３２６８（７番人気）
３連複票数 計１１７２７５１ 的中 ��� ８５５５９（１番人気）
３連単票数 計２９５３９５８ 的中 ��� ８０３３５（１番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．３―１２．２―１２．１―１２．４―１３．８―１２．６―１２．９―１２．０―１１．８―１１．５―１１．２―１１．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．２―１８．５―３０．７―４２．８―５５．２―１：０９．０―１：２１．６―１：３４．５―１：４６．５―１：５８．３―２：０９．８―２：２１．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェデラルホール 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２０１１．１０．２２ 東京３着

２００９．３．７生 牡３黒鹿 母 オーバーザウォール 母母 アンデスレディー ７戦３勝 賞金 ３３，６０９，０００円



２５０７１ ９月２２日 曇 良 （２４中山４）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�ながつきステークス

発走１５時４５分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２３．９．２４以降２４．９．１７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

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１５ プレファシオ 牡５芦 ５６ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B５０４± ０１：５２．５ １０．３�

２４ セイカフォルテ 牡４鹿 ５６ 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 ４５０－ ４１：５２．６� ２．７�
３５ ヒラボクビジン 牝５黒鹿５３ 横山 典弘�平田牧場 土田 稔 浦河 谷川牧場 ４７０＋ ８１：５３．０２� ９．９�
７１４ バックトゥジエース 牡５栗 ５６ 勝浦 正樹吉岡 泰治氏 須貝 尚介 日高 庄野牧場 ５３８± ０１：５３．４２� １０７．８�
１２ ドレミファドン 牡４黒鹿５７．５ 蛯名 正義千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム ４９２＋ ８１：５３．６１ ５．１�
１１ ディーエスコンドル 牡４鹿 ５６ 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 ４６４＋ ２１：５３．７� ５．０	
６１２ ニシノオウガイ 牡４黒鹿５５ 柴田 善臣西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４９４＋ ４ 〃 クビ １８．０

３６ � チョイワルグランパ 牡６黒鹿５３ 杉原 誠人�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B５０４－ ２１：５３．８クビ ６５．１�
８１６ ナイトフッド 牡６青鹿５６ 吉田 豊 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B５０６＋ ２ 〃 アタマ ２６．０�
７１３ アイアムイチバン 牡５芦 ５４ 吉田 隼人堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５０４± ０１：５４．１１� １３３．１
５１０ タカオノボル 牡４黒鹿５８ 中舘 英二櫻井 龍蔵氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 ４４２－１０ 〃 ハナ ３３．９�
４８ 	 アストレーション 牡６栗 ５６ 木幡 初広広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Tower

Bloodstock ４９０－１４１：５４．２クビ １４６．５�
２３ ヤマニンバッスル 牡６鹿 ５３ 伊藤 工真土井 肇氏 黒岩 陽一 浦河 廣田 伉助 ４９６＋１４ 〃 クビ ３０１．５�
６１１� テープカット 牡５鹿 ５４ 北村 宏司橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか タイヘイ牧場 ４６４± ０１：５４．６２� ２３．２�
５９ アロマカフェ 牡５黒鹿５７ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４８０＋１２１：５５．２３� ２９．５�
４７ キッズアプローズ 牡６鹿 ５６ 津村 明秀瀬谷 �雄氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ５１０＋ ４ 〃 クビ １９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６６，７５８，０００円 複勝： １０１，９９５，２００円 枠連： ７２，５０３，６００円

馬連： ２８６，１５３，５００円 馬単： １５７，６１１，０００円 ワイド： ９４，６７７，４００円

３連複： ３７４，５５７，４００円 ３連単： ７１８，５６６，５００円 計： １，８７２，８２２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ２７０円 � １４０円 � ２６０円 枠 連（２－８） １，０１０円

馬 連 �� １，５８０円 馬 単 �� ４，２４０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� １，２００円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ４，１９０円 ３ 連 単 ��� ２７，９００円

票 数

単勝票数 計 ６６７５８０ 的中 � ５１２７５（５番人気）
複勝票数 計１０１９９５２ 的中 � ８３０４９（５番人気）� ２７４４６６（１番人気）� ８６５０１（４番人気）
枠連票数 計 ７２５０３６ 的中 （２－８） ５３０５２（３番人気）
馬連票数 計２８６１５３５ 的中 �� １３４３３０（４番人気）
馬単票数 計１５７６１１０ 的中 �� ２７４７５（１３番人気）
ワイド票数 計 ９４６７７４ 的中 �� ３４９７６（４番人気）�� １８５９０（１２番人気）�� ４７５２６（３番人気）
３連複票数 計３７４５５７４ 的中 ��� ６６０３３（８番人気）
３連単票数 計７１８５６６５ 的中 ��� １９０１４（５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３７．４―５０．３―１：０２．２―１：１４．３―１：２６．９―１：３９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３８．２
１
３

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

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

プレファシオ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．２１ 福島１着

２００７．２．８生 牡５芦 母 チアズメッセージ 母母 チアズダンサー ２３戦５勝 賞金 ８７，９９６，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アドマイヤツバサ号・クラブトゥギャザー号・サイモントルナーレ号・ダイバクフ号・トモロポケット号・

モエレエターナル号
（非抽選馬） １頭 リアライズキボンヌ号

２５０７２ ９月２２日 曇 良 （２４中山４）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０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 ７，２００，０００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

１：０６．９
１：０６．５

良

良

６１２ ツインクルスター 牝３栗 ５３ 津村 明秀岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド ４８２＋ ４１：０７．４ ４．０�

３５ ダイワミストレス 牝３黒鹿５３ 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２１：０７．７２ ２．６�
４８ ロ ジ ハ ー ツ 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信久米田正明氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム ４９８－ ２ 〃 クビ ５．２�
２３ ブリージーデイズ 牡５栗 ５７ 三浦 皇成 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム B５００± ０１：０７．８クビ ９．６�
４７ ラブグランデー 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか パラダイス・ファーム ４６２－ ６ 〃 クビ １２．７�
２４ トーセンマグナム 牡３鹿 ５５ 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B４５０＋ ６１：０７．９� １０．８	
１２ � ホワイトミーナ 牝５芦 ５５ 松岡 正海阿部雅一郎氏 加藤 和宏 平取 高橋 啓 ４５８＋ ６１：０８．５３	 ３２．２

５１０ ショウナンスマイル 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 B４５８± ０１：０８．６	 ７３．５�
７１３ ヤマニンシバルリー 牡４青鹿５７ 武士沢友治土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４７６＋１０ 〃 アタマ ５４．４
１１ アンゲネーム 
４鹿 ５７ 中舘 英二�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６＋１０１：０８．８１� ２５．７�
５９ � カナサンドー 牝４芦 ５５

５２ ▲杉原 誠人吉田 好雄氏 蛯名 利弘 浦河 林 孝輝 ４０４＋２４ 〃 ハナ ２１８．４�
６１１ テイエムジョニクロ 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 惣田 英幸 ４６６－ ２１：０８．９	 １０５．６�
８１６ バトルキトリ 牝３栗 ５３ 江田 照男宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 前田牧場 ４５６＋１０１：０９．０クビ ６２．１�
７１４� ティルトウイング 牝４鹿 ５５

５２ ▲横山 和生 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４３０－ ４１：０９．１	 ２１３．５�
３６ � サクラアンジェロ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ５０６＋ ６１：０９．３１	 １６６．２�
８１５ ブエノディオス 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ４７０＋ ６１：０９．８３ １２０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，６９４，２００円 複勝： ７４，０１５，９００円 枠連： ４０，７３２，０００円

馬連： １４０，１０１，４００円 馬単： ８１，４１４，４００円 ワイド： ５６，００６，６００円

３連複： １７９，４９１，４００円 ３連単： ３４９，０７７，４００円 計： ９６７，５３３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（３－６） ５８０円

馬 連 �� ５８０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ４００円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，１８０円 ３ 連 単 ��� ５，１５０円

票 数

単勝票数 計 ４６６９４２ 的中 � ９３３８８（２番人気）
複勝票数 計 ７４０１５９ 的中 � １４１５７１（２番人気）� １７４４３１（１番人気）� １０１８４８（３番人気）
枠連票数 計 ４０７３２０ 的中 （３－６） ５１８７３（１番人気）
馬連票数 計１４０１０１４ 的中 �� １８１０１７（１番人気）
馬単票数 計 ８１４１４４ 的中 �� ４６０２８（２番人気）
ワイド票数 計 ５６００６６ 的中 �� ６４２１９（１番人気）�� ３２９８６（３番人気）�� ３７７９５（２番人気）
３連複票数 計１７９４９１４ 的中 ��� １１２９５３（１番人気）
３連単票数 計３４９０７７４ 的中 ��� ５００７０（３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．０―１１．１―１１．０―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．３―４４．４―５５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツインクルスター �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．１２．１０ 中山２着

２００９．４．１６生 牝３栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ ８戦２勝 賞金 ２４，２２１，０００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 ダイワカリエンテ号・ドリームバラード号・ベルシエロ号・ミヤコライジング号



（２４中山４）第６日 ９月２２日 （祝日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １７１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

１７９，７３０，０００円
２，０８０，０００円
５，８８０，０００円
１，２５０，０００円
１５，７６０，０００円
５２，５０９，２５０円
５，１２０，８００円
１，６４１，６００円

勝馬投票券売得金
３５９，７５４，０００円
６１６，７４３，６００円
２８３，６５８，１００円
１，０６０，８０８，６００円
６８７，４０１，９００円
４２８，３９９，０００円
１，３６１，５９５，４００円
２，６３１，０１２，８００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 ７，４２９，３７３，４００円

総入場人員 １８，７２２名 （有料入場人員 １６，８９５名）


