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２５０９７ ９月３０日 晴 良 （２４中山４）第９日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時０５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

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

６１２ ショウナンアポロン 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥国本 哲秀氏 古賀 史生 洞爺湖 メジロ牧場 ４８６－ ２１：１２．８ ２．２�

２４ リベルタドーレス 牡２栗 ５４ 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４８０－ ４１：１３．０１� ２．１�
４８ オリエンタルエジル 牡２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 ４７４＋ ２１：１４．０６ １８．６�
３５ ウインプロスパー 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ５０８－ ４１：１４．４２� １３．５�
１１ ビートザシステム 牡２栗 ５４

５１ ▲横山 和生長谷川兼美氏 加藤 和宏 新冠 佐藤 静子 ４６８＋ ６ 〃 ハナ ４８．５�
７１３ ドヴァラパーラ 牡２栗 ５４ 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４２６＋ ２ 〃 クビ ２６７．９	
６１１ エ チ ュ ー ド 牝２青鹿５４ 田辺 裕信星野 壽市氏 保田 一隆 日高 前野牧場 ４３８＋ ６１：１４．７２ ３２．４

５１０ ウチケンジェーニオ 牡２栗 ５４ 柴田 大知内田 健一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 ４３６＋１０１：１５．０２ １９４．３�
２３ マリーズミイ 牝２鹿 ５４ 江田 照男冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４３４＋ ４１：１５．３１� ３９．６�
４７ イチマイカンバン 牡２黒鹿５４ 荻野 琢真スリースターズレーシング 松永 康利 浦河 一珍棒牧場 B４６４＋ ８１：１５．４� １７．６
１２ エクセルシード 牡２栗 ５４ 伊藤 工真谷川 正純氏 土田 稔 浦河 オンワード牧場 ４６２＋ ４１：１５．７１� ６５．８�
７１４ カンタベリーリュウ 牡２鹿 ５４ 木幡 初広峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新冠 佐藤 信広 ４６６＋ ２１：１６．０２ ２４０．２�
３６ アポロダイヤモンド 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 海馬沢 明 ４４８＋ ４１：１６．４２� １０３．０�
８１５ ライトジャガー 牡２鹿 ５４ 武士沢友治井上 修一氏 佐藤 全弘 浦河 昭和牧場 ４１０＋ ２１：１６．６１� ２８２．０�
８１６ スターナイト 牡２鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁岡田 牧雄氏 田中 剛 新ひだか 泊 寿幸 ４４０± ０１：１７．６６ １４４．６�
５９ アポロアルテミス 牝２栗 ５４ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 日高 藤本 友則 ４３２± ０１：１７．７� ２６１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，０４９，６００円 複勝： ６４，４７３，０００円 枠連： １９，８７１，７００円

馬連： ６８，９９０，３００円 馬単： ５９，２６８，７００円 ワイド： ３４，３５９，８００円

３連複： １００，５７９，５００円 ３連単： ２１４，６９７，５００円 計： ５８７，２９０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２８０円 枠 連（２－６） １７０円

馬 連 �� １７０円 馬 単 �� ４００円

ワ イ ド �� １２０円 �� ５４０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ９８０円 ３ 連 単 ��� ３，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２５０４９６ 的中 � ９０５８５（２番人気）
複勝票数 計 ６４４７３０ 的中 � ２４９８８０（１番人気）� ２４６０９２（２番人気）� ２０９１１（６番人気）
枠連票数 計 １９８７１７ 的中 （２－６） ９１６５０（１番人気）
馬連票数 計 ６８９９０３ 的中 �� ３０５０９８（１番人気）
馬単票数 計 ５９２６８７ 的中 �� １１００１１（２番人気）
ワイド票数 計 ３４３５９８ 的中 �� １１３０３７（１番人気）�� １１３２１（７番人気）�� ９０４５（１０番人気）
３連複票数 計１００５７９５ 的中 ��� ７６０９２（４番人気）
３連単票数 計２１４６９７５ 的中 ��� ４８５０７（９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１２．０―１２．２―１２．１―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．４―３５．４―４７．６―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアポロン �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１２．７．１ 福島９着

２０１０．４．２６生 牡２鹿 母 メジロアルドラ 母母 メジロロベルタ ５戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔制裁〕 スターナイト号の騎手長岡禎仁は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（９番への進路影響）
〔その他〕 アポロアルテミス号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「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〕 スターナイト号は，平成２４年１０月３１日まで平地競走に出走できない。

２５０９８ ９月３０日 晴 良 （２４中山４）第９日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時３５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

７１２ マイネルクレイズ 牡２黒鹿５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム ４６２＋ ２１：４９．４ １９．８�

３３ セラミックアート 牝２栗 ５４ 丸田 恭介森山 進氏 本間 忍 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：４９．７２ １６．８�
６９ ナイトブルーミング 牝２芦 ５４

５１ ▲杉原 誠人平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 ４４８± ０１：４９．８� ５０．４�
４６ ドラゴンウォー 牡２鹿 ５４ 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：５０．１２ ２．１�
５７ グレイスヒーロー 牡２栗 ５４ 内田 博幸 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ４４２－ ６ 〃 アタマ ７．１�
４５ エリンジューム 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義有限会社シルク高木 登 新ひだか 神垣 道弘 ４６２＋ ６ 〃 アタマ １３．４	
８１３ ゴールドウインド 牡２青鹿５４ 北村 宏司居城 要氏 坂本 勝美 新冠 北勝ファーム ４７６－ ２１：５０．２� ５２．９

５８ マイネルカミカゼ 牡２黒鹿５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 畔高牧場 ４３８＋ ６１：５０．３� ２４６．１�
２２ チ ャ ー チ ル 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生多田 信尊氏 藤沢 和雄 浦河 鎌田 正嗣 ４６８－ ４１：５０．４クビ ７．１�
１１ スイートサンバ 牝２栗 ５４ 柴田 善臣シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 ４２２＋ ２１：５０．７１� ３５．５
３４ マイネルガーラ 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新ひだか 井高牧場 ４７８＋ ６１：５１．９７ １４０．８�
６１０ ワ サ ビ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海村木 篤氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 ４５８－ ４１：５２．０� ５．１�
７１１ ベニノオーシャン 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥�紅谷 粕谷 昌央 新ひだか 出羽牧場 ４２６＋ ２１：５２．９５ ３１４．５�
８１４ ティアサンシャイン 牝２青鹿５４ 江田 照男岩崎 銀一氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８２－ ２ 〃 アタマ ３６．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２７，６９３，８００円 複勝： ５５，８９２，０００円 枠連： １９，００９，８００円

馬連： ７６，８２５，２００円 馬単： ５６，３９８，１００円 ワイド： ３８，５０２，０００円

３連複： １０９，１３９，９００円 ３連単： １８６，３４７，４００円 計： ５６９，８０８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９８０円 複 勝 � ５００円 � ４６０円 � １，５９０円 枠 連（３－７） １０，２９０円

馬 連 �� １３，９２０円 馬 単 �� ３１，６８０円

ワ イ ド �� ３，０５０円 �� ８，１２０円 �� ６，６８０円

３ 連 複 ��� １４４，８７０円 ３ 連 単 ��� ７５９，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２７６９３８ 的中 � １１０３７（７番人気）
複勝票数 計 ５５８９２０ 的中 � ３０４８２（７番人気）� ３３５９７（６番人気）� ８５３２（１１番人気）
枠連票数 計 １９００９８ 的中 （３－７） １３６４（２５番人気）
馬連票数 計 ７６８２５２ 的中 �� ４０７４（３５番人気）
馬単票数 計 ５６３９８１ 的中 �� １３１４（７４番人気）
ワイド票数 計 ３８５０２０ 的中 �� ３１４１（３２番人気）�� １１６０（５１番人気）�� １４１４（４８番人気）
３連複票数 計１０９１３９９ 的中 ��� ５５６（１６４番人気）
３連単票数 計１８６３４７４ 的中 ��� １８１（８８０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．９―３５．８―４８．３―１：００．８―１：１３．７―１：２５．６―１：３７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３５．７
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルクレイズ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１２．８．１８ 新潟８着

２０１０．３．９生 牡２黒鹿 母 ロストインラヴ 母母 プラテイナムプリンセス ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トーセンワイルド号
（非抽選馬） １頭 マダムバタフライ号

第４回 中山競馬 第９日



２５０９９ ９月３０日 晴 良 （２４中山４）第９日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１１ コスモリボン 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム B４８２± ０１：５６．０ ３．１�

８１５ アポロズスピアー �３黒鹿５６ 伊藤 工真中村 浩章氏 土田 稔 様似 清水スタッド ４６６＋ ４１：５６．８５ ８９．４�
２３ アンタイトルド 牡３栗 ５６

５３ ▲長岡 禎仁丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４７０－ ６１：５６．９� ４２．５�
４８ ライズアゲイン 牡３鹿 ５６ 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 ４７８－１６１：５７．０クビ １０．９�
３５ スネガエクスプレス 牝３青鹿５４ 吉田 豊吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ４ 〃 クビ ８４．５�
６１２ タカオキセキ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠�寺田工務店 田中 剛 新ひだか 澤田 嘉隆 ４６８＋ ２１：５７．３１� １４．３	
１１ ストロングシャリオ �３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人村木 篤氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 B４７８＋ ４１：５８．０４ １２．０

１２ ランフォーライフ 牡３栗 ５６ 内田 博幸吉田 和美氏 大竹 正博 新ひだか 田原橋本牧場 ４９２－ ２１：５８．１� ２．４�
３６ ガーディアンケイコ 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行大原 詔宏氏 嶋田 潤 浦河 有限会社

大原ファーム ４３６ ―１：５８．７３� １４９．７�
７１４ ホッコーリョウマ 牡３黒鹿５６ 荻野 琢真矢部 幸一氏 松永 康利 日高 川端 正博 ５２８－ ２１：５９．３３� ２８９．４
２４ イレヴンポイント 牝３栗 ５４ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか キヨタケ牧場 ４４４－ ６１：５９．４� ２６６．９�
５１０ アグネスフレーズ 牡３鹿 ５６ 的場 勇人渡辺公美子氏 的場 均 千歳 社台ファーム ５１６＋ ６１：５９．５� ３３１．９�
７１３ シェーンレーヴェ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 乾 皆雄 ４７２－ ４２：００．３５ １２．０�
８１６ ストレイバード 牝３鹿 ５４ 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 浦河 小倉牧場 ４７２＋ ４２：０１．７９ ９．８�
５９ スイートネモフィラ 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 ５０４－ ２２：０２．０１� １１９．３�
４７ ジェラテリア 牝３黒鹿５４ 木幡 初広櫻井 盛夫氏 宗像 義忠 新ひだか 有限会社石川牧場 ４８８＋ ４２：０５．９大差 ７０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，９５４，４００円 複勝： ５６，３１７，６００円 枠連： ２５，１０２，５００円

馬連： ８２，８９５，７００円 馬単： ６２，４３１，０００円 ワイド： ３９，７５０，０００円

３連複： １２０，９９５，１００円 ３連単： ２０５，８８３，９００円 計： ６２４，３３０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � １，９９０円 � １，０５０円 枠 連（６－８） １，０２０円

馬 連 �� ２０，４３０円 馬 単 �� ３１，４８０円

ワ イ ド �� ４，２９０円 �� １，９６０円 �� ２５，１８０円

３ 連 複 ��� １７１，０７０円 ３ 連 単 ��� ７５５，９４０円

票 数

単勝票数 計 ３０９５４４ 的中 � ７９９２９（２番人気）
複勝票数 計 ５６３１７６ 的中 � １４４１２３（２番人気）� ５６７７（１１番人気）� １１１６２（８番人気）
枠連票数 計 ２５１０２５ 的中 （６－８） １８１６８（４番人気）
馬連票数 計 ８２８９５７ 的中 �� ２９９５（３５番人気）
馬単票数 計 ６２４３１０ 的中 �� １４６４（５７番人気）
ワイド票数 計 ３９７５００ 的中 �� ２２７９（３０番人気）�� ５１０３（２１番人気）�� ３８２（７３番人気）
３連複票数 計１２０９９５１ 的中 ��� ５２２（１８０番人気）
３連単票数 計２０５８８３９ 的中 ��� ２０１（８４４番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．１―１２．５―１３．２―１３．３―１２．７―１３．３―１３．１―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．７―３７．２―５０．４―１：０３．７―１：１６．４―１：２９．７―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

コスモリボン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 スターオブコジーン デビュー ２０１１．７．３０ 新潟６着

２００９．２．１３生 牝３栗 母 マイネシャーナ 母母 ヤマフノーザリー １９戦１勝 賞金 ２０，６９０，０００円
〔制裁〕 コスモリボン号の騎手丹内祐次は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（１２番・２番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シェーンレーヴェ号・ストレイバード号・スイートネモフィラ号・ジェラテリア号は，平成２４年１０月３１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。
（非当選馬） ３頭 サーストンアリオン号・シャイニークラウン号・スイートカトレヤ号

２５１００ ９月３０日 晴 良 （２４中山４）第９日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時３５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

８１６� コズミックショア 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta
Stables, LLC ４６２ ―１：１２．０ ２．７�

５１０ エトルアンフルール 牝２栗 ５４ 吉田 隼人村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 ４６８ ―１：１２．９５ ３．５�
２４ ホワイトコーヒー 牡２芦 ５４ 石橋 脩保坂 和孝氏 木村 哲也 新ひだか グランド牧場 ４４６ ―１：１４．８大差 ６．７�
３５ ベルモントラヴ 牝２芦 ５４ 柴田 善臣 �ベルモントファーム 和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム ４８４ ―１：１５．０１� １２．０�
７１３ ダンディーレイ 牡２栗 ５４ 北村 宏司 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 ４６８ ―１：１５．６３� ３１．６�
５９ フルーツガーデン 牝２青鹿５４ 柴山 雄一田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 浦河 谷口牧場 ４８６ ― 〃 クビ １７．５�
１２ トウショウパシオン 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥トウショウ産業	 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５４ ―１：１６．０２� ６１．８

６１２ ハイテンダネス 牝２栗 ５４ 武 豊服部 新平氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム ４００ ―１：１６．２１� ４６．１�
６１１ ルナーリンガス 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 三木田牧場 ４７８ ― 〃 ハナ １２．８�
８１５ カンタベリーサクラ 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎峰 哲馬氏 佐藤 全弘 日高 高藤 茂 ４６０ ―１：１６．５１	 ２４４．１
４７ クリノチョモラーリ 牝２栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 ４７８ ―１：１７．５６ １４５．９�
２３ ベールグリーン 牡２黒鹿５４ 松山 弘平斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム ４７２ ―１：１７．６	 ２４６．１�
３６ メイキングパワー 牝２黒鹿５４ 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４９６ ―１：１７．７� １０．７�
４８ ツキノピラミッド 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 小野 秀治 ４２８ ―１：１８．６５ １１６．８�
１１ カイカマヒネ 牝２鹿 ５４ 黛 弘人松尾 正氏 小野 次郎 秋田 松尾 豊 ３９６ ―１：１９．１３ ２１４．３�
７１４ デルフィニア 牝２鹿 ５４ 田中 勝春田中 春美氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 春美 ４５４ ―１：２０．５９ ２８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，５１２，３００円 複勝： ４７，３８２，８００円 枠連： ２６，９９７，７００円

馬連： ７３，５６０，７００円 馬単： ５２，９６９，７００円 ワイド： ３５，６９９，１００円

３連複： ９８，１０９，２００円 ３連単： １５６，８７２，９００円 計： ５２２，１０４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（５－８） ５００円

馬 連 �� ６２０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ４３０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� １，４５０円 ３ 連 単 ��� ４，９４０円

票 数

単勝票数 計 ３０５１２３ 的中 � ９１０３５（１番人気）
複勝票数 計 ４７３８２８ 的中 � １１８６９０（１番人気）� １０８２５２（２番人気）� ５５３３５（３番人気）
枠連票数 計 ２６９９７７ 的中 （５－８） ４００９０（１番人気）
馬連票数 計 ７３５６０７ 的中 �� ８８４９４（１番人気）
馬単票数 計 ５２９６９７ 的中 �� ３１２３９（１番人気）
ワイド票数 計 ３５６９９１ 的中 �� ３７２０２（１番人気）�� １９８７０（２番人気）�� １８４２２（３番人気）
３連複票数 計 ９８１０９２ 的中 ��� ５０１４７（１番人気）
３連単票数 計１５６８７２９ 的中 ��� ２３４７２（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．８―１２．３―１１．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．３―３５．１―４７．４―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コズミックショア �
�
父 Elusive Quality �

�
母父 Hennessy 初出走

２０１０．３．２４生 牝２鹿 母 Mary Delaney 母母 Crafty Emerald １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノチョモラーリ号・ベールグリーン号・メイキングパワー号・ツキノピラミッド号・カイカマヒネ号・

デルフィニア号は，平成２４年１０月３１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 アポロアルデュール号



２５１０１ ９月３０日 晴 良 （２４中山４）第９日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時２５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

１１ ラヴネヴァーダイズ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一岡田 牧雄氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム ４１８ ―１：３８．３ ７．１�

５１０ サクセスカーチス 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義�嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム ４５０ ―１：３８．５１� ７．３�

６１２ ワナビーザベスト 牝２鹿 ５４ 北村 宏司�G１レーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４３６ ―１：３８．８１� ６．３�
２４ エイデンヒーロー 牡２青鹿５４ 大野 拓弥永田 清男氏 高木 登 日高 浜本 幸雄 ４６８ ― 〃 クビ １４．７�
４８ ムーンメイヴン 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６２ ―１：３８．９� ２．３�
７１３ レイヌドネージュ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム ４８８ ―１：３９．２１� １９．０	
４７ クリアビュー 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４６２ ―１：３９．３� ２２２．７

５９ マイネルアンテロス 牡２栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 コスモヴューファーム ４８８ ― 〃 クビ ６０．３�
２３ コスモアリーナ 牡２青鹿５４ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 嶋田 潤 新冠 ビッグレッドファーム ４３８ ―１：３９．４クビ １８６．８�
６１１ タ サ ジ ャ ラ 牡２鹿 ５４ 勝浦 正樹 K.C．タン氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム ５０８ ― 〃 クビ ８．３
８１５ シュテルンブルーメ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４８８ ― 〃 同着 ５０．７�
３６ アルマドラーゴ 牡２栗 ５４ 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 新ひだか 信田牧場 ４５６ ―１：３９．７２ ８１．６�
７１４ リアンハート 牡２栃栗５４ 内田 博幸増田 和啓氏 本間 忍 日高 新井 昭二 ４８０ ― 〃 クビ ５７．９�
３５ ア ル デ オ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人杉山 忠国氏 武市 康男 新ひだか 明治牧場 ４４０ ―１：４０．５５ ６４．９�
１２ ウエスタンサムソン 牡２鹿 ５４ 武 豊西川 賢氏 小島 太 新ひだか ウエスタンファーム ４６４ ―１：４０．６� １７．７�
８１６ キョウワアストル 牡２鹿 ５４

５２ △嶋田 純次�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 ５０８ ―１：４０．８１� １８４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，７５１，７００円 複勝： ５３，８３９，３００円 枠連： ２６，４９３，０００円

馬連： ８０，１１８，１００円 馬単： ５６，４１２，６００円 ワイド： ３８，０６１，２００円

３連複： １１１，８６４，３００円 ３連単： １８２，８１４，４００円 計： ５８４，３５４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２５０円 � ２５０円 � ２００円 枠 連（１－５） １，１５０円

馬 連 �� ２，３４０円 馬 単 �� ４，９００円

ワ イ ド �� ８１０円 �� ９５０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ６，３７０円 ３ 連 単 ��� ３３，７３０円

票 数

単勝票数 計 ３４７５１７ 的中 � ３８６４２（３番人気）
複勝票数 計 ５３８３９３ 的中 � ５４６４５（４番人気）� ５４５１６（５番人気）� ７８４１１（２番人気）
枠連票数 計 ２６４９３０ 的中 （１－５） １７１３２（５番人気）
馬連票数 計 ８０１１８１ 的中 �� ２５３７２（８番人気）
馬単票数 計 ５６４１２６ 的中 �� ８５０６（１３番人気）
ワイド票数 計 ３８０６１２ 的中 �� １１８００（７番人気）�� ９８２５（１０番人気）�� ９６８１（１１番人気）
３連複票数 計１１１８６４３ 的中 ��� １２９７１（１９番人気）
３連単票数 計１８２８１４４ 的中 ��� ４０００（９１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．７―３７．４―５０．１―１：０３．１―１：１５．５―１：２７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．２

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラヴネヴァーダイズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ファルブラヴ 初出走

２０１０．５．２０生 牝２鹿 母 アイアムラヴィング 母母 プラウドウイングス 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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 イオンドライブ号・ネス号・ヒシラストガイ号・プリンセスペガサス号

２５１０２ ９月３０日 晴 良 （２４中山４）第９日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５５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 ７，２００，０００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

１１ 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 ４９２＋ ２１：１１．７ ６．８�

４８ ロードナイト 牝３鹿 ５３ 田辺 裕信山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４７０＋ ２１：１１．９１� １８．７�
１２ アンジュヴォレ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４６０＋ ２ 〃 クビ １４．６�
６１１ フランスギャル 牝３黒鹿５３ 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 ４６８＋ ２１：１２．１１� ８．０�
７１３ デプロマトウショウ 牝３鹿 ５３ 蛯名 正義トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５６± ０１：１２．３１ ４．０�
２４ アユミチャン 牝４芦 ５５ 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 友田牧場 ４５６＋ ８１：１２．４クビ ６２．７�
８１５ デリケートアーチ 牝３栃栗５３ 三浦 皇成 	社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B４６２＋ ４１：１２．７２ ３０．８

３６ トランドネージュ 牝３栗 ５３ 武 豊 	サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４７０± ０１：１２．８クビ ２．４�
５１０ ト ル サ ー ド 牝３栗 ５３ 江田 照男有限会社シルク武市 康男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ６１：１３．１２ ６４．３�
８１６ マイネエレーナ 牝４鹿 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４４２＋ ６ 〃 ハナ ２２．９
２３ シシリアンルージュ 牝３栗 ５３ 木幡 初広	ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 ４５４＋１６ 〃 アタマ ２５４．５�
６１２ スマートレモラ 牝４鹿 ５５ 松山 弘平大川 徹氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４９６＋ ８１：１３．２クビ ９８．０�
５９ ラ リ エ ッ ト 牝３黒鹿５３ 田中 勝春島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 ４３８± ０ 〃 クビ １９．０�
３５ � ジンライムシュガー 牝４鹿 ５５ 北村 宏司飯田総一郎氏 本間 忍 日高 千葉飯田牧場 ４４４－１６１：１３．６２� １７７．８�
４７ ミラクルムーン 牝３黒鹿５３ 吉田 隼人阿部 紀子氏 手塚 貴久 浦河 大北牧場 ４３８－ ２１：１３．７� ２５９．９�
７１４ ハッピーシャワー 牝３鹿 ５３ 池添 謙一馬場 幸夫氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４９０＋１２１：１４．０１� ８３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，４９１，５００円 複勝： ７６，３６９，０００円 枠連： ２６，８７７，６００円

馬連： １０５，２０７，０００円 馬単： ７０，１５８，２００円 ワイド： ５２，０１９，５００円

３連複： １４６，６７４，１００円 ３連単： ２４４，９８３，５００円 計： ７６２，７８０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２３０円 � ４８０円 � ４１０円 枠 連（１－４） ２，５７０円

馬 連 �� ４，１５０円 馬 単 �� ７，６７０円

ワ イ ド �� １，４９０円 �� ９２０円 �� ２，１５０円

３ 連 複 ��� １１，２３０円 ３ 連 単 ��� ６５，７５０円

票 数

単勝票数 計 ４０４９１５ 的中 � ４７１６１（３番人気）
複勝票数 計 ７６３６９０ 的中 � １０３２４０（３番人気）� ３８３４１（７番人気）� ４５９９４（５番人気）
枠連票数 計 ２６８７７６ 的中 （１－４） ７７２１（１２番人気）
馬連票数 計１０５２０７０ 的中 �� １８７４５（１５番人気）
馬単票数 計 ７０１５８２ 的中 �� ６７５７（２９番人気）
ワイド票数 計 ５２０１９５ 的中 �� ８５９３（１７番人気）�� １４４４１（９番人気）�� ５８４４（２５番人気）
３連複票数 計１４６６７４１ 的中 ��� ９６４０（３７番人気）
３連単票数 計２４４９８３５ 的中 ��� ２７５０（２０１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．６―１２．３―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．６―４６．９―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンレビュー �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１０．８．７ 新潟１０着

２００８．２．１７生 牝４黒鹿 母 ウエスタンライブ 母母 プリンセスダンサー １５戦２勝 賞金 ２２，３００，０００円
※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。
（非当選馬） １頭 ディープランマ号
（非抽選馬） ２頭 カプリースレディー号・ハロータマ号



２５１０３ ９月３０日 晴 良 （２４中山４）第９日 第７競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２５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 ７，２００，０００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

２：１０．１
２：１０．０

良

良

８１７ ステラウインド 牡３黒鹿５４ 北村 宏司前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 ４６８＋１４２：１１．０ ６．４�

４８ グレートマーシャル 牡４鹿 ５７ 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４８０＋ ４２：１１．８５ １４．４�
２４ リアルフレア 牡３栗 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４５０－ ４ 〃 クビ ３４．１�
５９ ミライヘノカゼ 牡３鹿 ５４ 田辺 裕信三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B４６２－ ８２：１１．９クビ １６７．７�
７１４ ブラインドサイド 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２ 〃 クビ １．９�
７１３ ルミナスレッド 牝３鹿 ５２ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴崎 勇 新ひだか 岡田スタツド ４８２＋ ８２：１２．１１� ３０．０�
１２ エイダイポイント 牡４芦 ５７ 江田 照男�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 ４４０－ ８２：１２．２� ２７．５	
５１０ ドリームモモタロウ 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮セゾンレースホース
 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４７６± ０２：１２．３� ７８．４�
８１５ サンデースイセイ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム B４８０－ ８ 〃 クビ ８２．５�
８１６ マイネルテンクウ 牡３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 ５０２－ ２２：１２．５１ １２．６
３６ アサクサマジック 牡３黒鹿５４ 横山 典弘田原 慶子氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３０± ０ 〃 クビ ４．４�
３５ 	 キャニオンシンザン 牡４栗 ５７

５４ ▲原田 和真谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ４９２－ ４２：１２．７１� ５３７．４�
４７ アラマサコマンダー 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４２８＋ ４２：１２．８クビ １５６．０�
１１ アルフェロア 牡３青鹿５４ 福永 祐一吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９６＋１０２：１３．０１� ２５．４�
２３ スプリングアルタ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海加藤 春夫氏 高橋 文雅 様似 様似共栄牧場 B４５６＋ ６ 〃 ハナ １９９．９�
６１２ フロールジェナ 牝４鹿 ５５

５２ ▲横山 和生小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４２６± ０２：１３．１
 ４９５．０�
６１１ コスモセンシティブ 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 鳥谷 勝彦 B４６０－１０２：１３．３１
 ３６７．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ４４，５３０，８００円 複勝： ９５，４７５，６００円 枠連： ３５，５０６，８００円

馬連： １１６，７３８，３００円 馬単： ８１，２７６，９００円 ワイド： ５５，３６１，３００円

３連複： １６５，５７７，２００円 ３連単： ３０１，１７４，４００円 計： ８９５，６４１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ３００円 � ５３０円 � １，０４０円 枠 連（４－８） ２，４１０円

馬 連 �� ４，１２０円 馬 単 �� ７，５００円

ワ イ ド �� １，４８０円 �� ３，３３０円 �� ５，１３０円

３ 連 複 ��� ３６，４７０円 ３ 連 単 ��� １２９，６８０円

票 数

単勝票数 計 ４４５３０８ 的中 � ５５４９５（３番人気）
複勝票数 計 ９５４７５６ 的中 � ９５０３６（３番人気）� ４６７２７（５番人気）� ２１７９２（９番人気）
枠連票数 計 ３５５０６８ 的中 （４－８） １０９１３（９番人気）
馬連票数 計１１６７３８３ 的中 �� ２０９４４（１３番人気）
馬単票数 計 ８１２７６９ 的中 �� ８００４（２３番人気）
ワイド票数 計 ５５３６１３ 的中 �� ９４６６（１４番人気）�� ４０６４（２９番人気）�� ２６１６（４０番人気）
３連複票数 計１６５５７７２ 的中 ��� ３３５１（８２番人気）
３連単票数 計３０１１７４４ 的中 ��� １７１４（３００番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．８―３５．７―４７．７―１：００．２―１：１２．５―１：２４．５―１：３６．３―１：４７．８―１：５９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．５―３F３４．７
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ステラウインド �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 スピニングワールド デビュー ２０１２．１．５ 中山４着

２００９．３．１生 牡３黒鹿 母 ビーウインド 母母 ビクトリーマッハ ７戦２勝 賞金 ３０，３７８，０００円
〔発走状況〕 アサクサマジック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 エイダイポイント号の騎手江田照男は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（１５番・１６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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シンボリアミアン号
（非抽選馬） ２頭 キープビリービング号・トーセンサイレンス号

２５１０４ ９月３０日 晴 良 （２４中山４）第９日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５５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

３６ ドラゴンフォルテ 牡３鹿 ５４ 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 ４７２－ ６１：５３．９ ３．０�

２３ シュガーヒル 牡３芦 ５４ 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７６± ０１：５４．１１� １．７�

７１４ 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 ４８０－ ２１：５４．５２� １４．４�
７１３ ファーマジェンヌ 牝３黒鹿５２ 岩田 康誠中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 ４９０＋ ８１：５４．９２� ２４．０�
８１５ セ ン キ 牡３鹿 ５４ 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 ４６２－ ２１：５５．０� １３．１�
４８ � エイトプリンス 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４３２± ０１：５５．３１� １４．６�
４７ ネームオブザゲーム 牡３黒鹿５４ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４８０－ ２１：５６．８９ ６９．０	
６１１ シルククラリティ 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲西村 太一有限会社シルク大和田 成 日高 ヤナガワ牧場 ５０２＋ ６１：５６．９� １９６．７

５９ コスモノーハーム 牡４鹿 ５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ４８６－ ２１：５７．２１� １３５．９�
１２ ヤマニンエミュ 牝３鹿 ５２ 伊藤 工真土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ４６８－ ２１：５７．６２� ３４０．８
３５ スイートカトレヤ 牝３栗 ５２ 江田 照男シンボリ牧場 奥平 雅士 日高 シンボリ牧場 ４４２－ ６１：５７．８１� ３０５．１�
６１２ パワーヒッター 牡３鹿 ５４ 吉田 豊丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 ４９２± ０１：５８．５４ ４９．１�
２４ ウインガイア 牝３鹿 ５２ 吉田 隼人�ウイン 加藤 征弘 千葉（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２８＋ ６ 〃 アタマ １５４．２�
１１ クールスター 牡３青鹿５４ 荻野 琢真スリースターズレーシング 木村 哲也 新冠 村上牧場 ４６２－ ８１：５９．０３ ２２７．６�
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 B５１２－ ２２：０１．４大差 １７７．３�
８１６ ファミリークラフト 牝３栗 ５２ 黛 弘人大原 詔宏氏 尾関 知人 浦河 有限会社

大原ファーム ４４４＋ ２２：０４．６大差 ４７５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，０６０，９００円 複勝： １１０，０３８，９００円 枠連： ３０，５０８，７００円

馬連： １１１，９００，２００円 馬単： ９２，９９１，５００円 ワイド： ５３，７０８，０００円

３連複： １５６，６３３，３００円 ３連単： ３７６，９４１，６００円 計： ９７６，７８３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（２－３） ２００円

馬 連 �� ２１０円 馬 単 �� ５００円

ワ イ ド �� １４０円 �� ５４０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 ��� ２，６６０円

票 数

単勝票数 計 ４４０６０９ 的中 � １１５９２８（２番人気）
複勝票数 計１１００３８９ 的中 � １９２４９３（２番人気）� ６３７１５８（１番人気）� ５３０５６（４番人気）
枠連票数 計 ３０５０８７ 的中 （２－３） １１３６９１（１番人気）
馬連票数 計１１１９００２ 的中 �� ４０７５７７（１番人気）
馬単票数 計 ９２９９１５ 的中 �� １３７３４７（２番人気）
ワイド票数 計 ５３７０８０ 的中 �� １４５７３１（１番人気）�� １８１９９（８番人気）�� ３３０８０（４番人気）
３連複票数 計１５６６３３３ 的中 ��� １６３９４６（３番人気）
３連単票数 計３７６９４１６ 的中 ��� １０４５９４（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３６．９―５０．４―１：０３．２―１：１５．６―１：２８．４―１：４０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンフォルテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 デ ヒ ア デビュー ２０１１．１１．１９ 東京１１着

２００９．３．１４生 牡３鹿 母 ヴィフォルテ 母母 ロマンスプレゼント ８戦２勝 賞金 ２２，０００，０００円
〔制裁〕 パワーヒッター号の調教師菊川正達は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クールスター号・ビーム号・ファミリークラフト号は，平成２４年１０月３１日まで平地競走に出走で

きない。
※ウインガイア号・スイートカトレヤ号・ヤマニンエミュ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２５１０５ ９月３０日 晴 良 （２４中山４）第９日 第９競走 ��
��１，６００�

ふ よ う

芙蓉ステークス
発走１４時２５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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３３．４
１：３３．１

良

良

６７ サンブルエミューズ 牝２栗 ５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４２２± ０１：３４．５ ２．９�

７１０ フラムドグロワール 牡２栗 ５４ 横山 典弘有限会社シルク藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４８４± ０１：３４．７１� ３．３�
７９ エデンロック 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：３４．８クビ ４．２�
３３ アポロカーネル �２鹿 ５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 ４６０＋ ６ 〃 クビ ６０．７�
２２ プリフォンテイン 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 松永 幹夫 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５１０＋１０１：３５．２２� ６．５�
６８ ニーマルジョイ 牡２鹿 ５４ 北村 宏司板橋 秋氏 田村 康仁 浦河 有限会社

松田牧場 ４９０± ０１：３５．４１	 ４４．８�
５６ ジェイケイホーム 牡２栃栗５４ 丸田 恭介小谷野次郎氏 田中 剛 新ひだか 池田牧場 ４５４－ ２１：３５．５� ４１．３	
５５ スマートルピナス 牝２鹿 ５４ 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４４０＋ ２１：３５．６クビ １９．０

４４ クラウンアトラス 牡２黒鹿５４ 柴田 善臣矢野 悦三氏 田島 俊明 新冠 カミイスタット ４７２－ ２ 〃 ハナ ６２．７�
８１２ マイネルパントル 牡２鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム ４５２－ ６１：３５．７� ２５．１
１１ ユキノユウダン 牡２栗 ５４ 田辺 裕信馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム ４１６＋１２１：３５．９１� ２０．２�

（１１頭）
８１１ ニシノレゾネ 牡２栗 ５４ 吉田 隼人西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 ４３４－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ５７，５５７，５００円 複勝： ８２，３８３，０００円 枠連： ３３，７６４，２００円

馬連： １５４，３９３，９００円 馬単： ９７，４２５，５００円 ワイド： ６１，１０６，８００円

３連複： １８３，９７３，９００円 ３連単： ３７９，６２５，７００円 計： １，０５０，２３０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（６－７） ３２０円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ２４０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� ３，１２０円

票 数

単勝票数 差引計 ５７５５７５（返還計 ５６１７） 的中 � １５７１４７（１番人気）
複勝票数 差引計 ８２３８３０（返還計 １３０１８） 的中 � １８７３２５（１番人気）� １６１５１７（３番人気）� １６８０１８（２番人気）
枠連票数 差引計 ３３７６４２（返還計 １０４６） 的中 （６－７） ７９０６４（１番人気）
馬連票数 差引計１５４３９３９（返還計 ７０９２８） 的中 �� １７９５９２（２番人気）
馬単票数 差引計 ９７４２５５（返還計 ４６２０２） 的中 �� ６０３９７（２番人気）
ワイド票数 差引計 ６１１０６８（返還計 ２９８１１） 的中 �� ６２５０９（２番人気）�� ６６１１０（１番人気）�� ４９１４５（３番人気）
３連複票数 差引計１８３９７３９（返還計１４５１０２） 的中 ��� ２０７９０５（１番人気）
３連単票数 差引計３７９６２５７（返還計２７５２５５） 的中 ��� ８９９８４（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．１―３５．９―４７．６―５９．９―１：１１．９―１：２３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．６

３ ・（６，８，１２）（２，４，９）（５，１０）（３，７）－１
２
４

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

サンブルエミューズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．６．１７ 福島４着

２０１０．１．２３生 牝２栗 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ ３戦２勝 賞金 ２１，３５９，０００円
〔競走除外〕 ニシノレゾネ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 エデンロック号の騎手三浦皇成は，２コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（５番への進路影響）

２５１０６ ９月３０日 晴 良 （２４中山４）第９日 第１０競走 ��
��１，２００�

か つ う ら

勝 浦 特 別
発走１５時００分 （芝・右・外）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．１０．１以降２４．９．２３まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．５

良

良

６８ サクラアドニス 牡４黒鹿５７ 横山 典弘�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４６６± ０１：０７．６ ４．１�

６９ レッドエレンシア 牝４黒鹿５４ 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 ４３２＋ ６１：０７．８１� １１．６�
１１ コスモドロス 牡６鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム ４６０－ ２ 〃 クビ ３３．５�
４５ ガッダムアスカ 牝３芦 ５２ 嶋田 純次神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４５８－ ４ 〃 アタマ ２．６�
２２ � ローレンルーナ 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama ４７２± ０１：０８．０１� ７．６�
５６ � エ ク レ ウ ス 牡７黒鹿５３ 西田雄一郎栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント B４９０± ０ 〃 アタマ １８０．０	
８１３ ヤマニングルノイユ 牝５鹿 ５４ 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ５０６± ０１：０８．１クビ ６．１

４４ メロークーミス 牝４鹿 ５１ 木幡 初広井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ

ファーム ４６２± ０ 〃 クビ ３３．６�
８１２ ワンモアジョー 牡５鹿 ５５ 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４７４－ ６１：０８．４２ ２０．３�
５７ � アポロノカンザシ 牝４栗 ５４ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables ４４２＋ ６１：０８．９３ １５．５
３３ トーセンムンク 牝３鹿 ５１ 杉原 誠人島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６２＋ ８１：０９．０クビ ２４．２�
７１１ プロスペラスマム 牝５鹿 ５２ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５０８± ０１：０９．１	 ６３．０�
７１０ マドモアゼルノン 牝５黒鹿５０ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４５２＋ ２１：０９．３１	 １９１．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５６，１１６，６００円 複勝： ８７，９１７，１００円 枠連： ４０，６６８，５００円

馬連： ２０８，３７６，９００円 馬単： １２９，４５８，２００円 ワイド： ７９，４８３，７００円

３連複： ２６２，１８５，８００円 ３連単： ５４８，８３１，６００円 計： １，４１３，０３８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � ３４０円 � ６９０円 枠 連（６－６） ２，０７０円

馬 連 �� ２，０７０円 馬 単 �� ３，３７０円

ワ イ ド �� ７９０円 �� １，３８０円 �� ２，９９０円

３ 連 複 ��� １３，６４０円 ３ 連 単 ��� ５５，２１０円

票 数

単勝票数 計 ５６１１６６ 的中 � １１００７２（２番人気）
複勝票数 計 ８７９１７１ 的中 � １８０７６１（２番人気）� ６３８３３（５番人気）� ２７０４５（１０番人気）
枠連票数 計 ４０６６８５ 的中 （６－６） １４５６５（８番人気）
馬連票数 計２０８３７６９ 的中 �� ７４３１３（７番人気）
馬単票数 計１２９４５８２ 的中 �� ２８３５８（１２番人気）
ワイド票数 計 ７９４８３７ 的中 �� ２６０４４（７番人気）�� １４２００（１９番人気）�� ６３１５（３８番人気）
３連複票数 計２６２１８５８ 的中 ��� １４１９１（４８番人気）
３連単票数 計５４８８３１６ 的中 ��� ７３３７（１８５番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．１―１１．１―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．４―４４．５―５５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラアドニス �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ウォーニング デビュー ２０１１．３．１９ 阪神４着

２００８．３．１０生 牡４黒鹿 母 サクラウォーニング 母母 サクラハツスル １５戦３勝 賞金 ４４，３２６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※出走取消馬 フローラルホール号（疾病〔感冒〕のため）



２５１０７ ９月３０日 晴 良 （２４中山４）第９日 第１１競走 ��
��１，２００�第４６回スプリンターズステークス（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （グローバルスプリントチャレンジ） （芝・右・外）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬
２�減

日本馬主協会連合会会長賞・グローバルスプリントチャレンジ賞（１着）
賞 品

本 賞 ９５，０００，０００円 ３８，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，５００，０００円
付 加 賞 ３，３６０，０００円 ９６０，０００円 ４８０，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

１：０６．９
１：０６．５
１：０７．０

良

良

良

８１６ ロードカナロア 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４９４－ ６１：０６．７レコード ４．４�

７１４ カレンチャン 牝５芦 ５５ 池添 謙一鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４９２－１２１：０６．８� ２．５�
２３ ドリームバレンチノ 牡５青 ５７ 松山 弘平セゾンレースホース� 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４８４－ ２１：０６．９クビ ２９．４�
８１５ エピセアローム 牝３栃栗５３ 武 豊吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：０７．０� ９．９�
３５ � ラッキーナイン 	５鹿 ５７ B．プレブル F．チャン＆M．チャン C．ファウンズ 愛 Darley ４８２± ０ 〃 ハナ １８．７�

（Lucky Nine（IRE）） （香港） （香港）

２４ サ ン カ ル ロ 牡６黒鹿５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５００＋ ４ 〃 クビ ３６．２	

３６ エーシンヴァーゴウ 牝５栗 ５５ 内田 博幸�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４７０＋ ２１：０７．２１
 ６１．５

６１１ パ ド ト ロ ワ 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己吉田 照哉氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５３０＋ ４１：０７．３� １０．０�
５１０ ブルーミンバー 牝７鹿 ５５ 松岡 正海諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４１：０７．４クビ １７１．５�
４７ � リトルブリッジ 	６鹿 ５７ Z．パートン K．コー氏 C．シャム 新 Llanhen-

nock Trust ５２０ 〃 クビ １２．２
（Little Bridge（NZ）） （香港） （香港）

１２ フィフスペトル 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義 �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 ４５８＋ ４ 〃 アタマ ３９．５�

１１ � マジンプロスパー 牡５栗 ５７ 福永 祐一佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム ５００－ ８１：０７．５クビ １８．１�
５９ サンダルフォン 牡９鹿 ５７ 酒井 学�ノースヒルズ 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５３８＋ ２１：０７．７１ ２７２．２�
４８ スプリングサンダー 牝５鹿 ５５ 四位 洋文�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 ４５２＋ ８ 〃 アタマ ３２．４�
６１２� キャプテンオブヴィアス 	７芦 ５７ O．チャベス P．リョン氏 S．バリッジ 豪 Alwyn Park ５４８－１１１：０７．８� １０６．０�

（Captain Obvious（AUS））（新嘉） （新嘉）

７１３ ダッシャーゴーゴー 牡５鹿 ５７ 横山 典弘�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５３０－ ４１：０８．１２ １２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１３，９３４，６００円 複勝： ４９０，２７６，２００円 枠連： ３７０，６７１，７００円

馬連： １，６８２，８１０，９００円 馬単： ９５４，５３８，０００円 ワイド： ５３０，６３１，２００円

３連複： ２，３４５，２１２，７００円 ３連単： ５，０３５，８３６，６００円 計： １１，８２３，９１１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ５２０円 枠 連（７－８） ３３０円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� １，６００円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ４，３００円 ３ 連 単 ��� １７，５４０円

票 数

単勝票数 計４１３９３４６ 的中 � ７５６０１３（２番人気）
複勝票数 計４９０２７６２ 的中 � １０４９０５１（２番人気）� １４０９７４４（１番人気）� １４６８２７（１０番人気）
枠連票数 計３７０６７１７ 的中 （７－８） ８４９５７６（１番人気）
馬連票数 計１６８２８１０９ 的中 �� ２４４０２１５（１番人気）
馬単票数 計９５４５３８０ 的中 �� ６０５７５０（２番人気）
ワイド票数 計５３０６３１２ 的中 �� ７２８８０１（１番人気）�� ７１２６４（１９番人気）�� ９９５０７（１２番人気）
３連複票数 計２３４５２１２７ 的中 ��� ４０２８８２（９番人気）
３連単票数 計５０３５８３６６ 的中 ��� ２１１９８９（３３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．１―１０．６―１１．２―１１．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．１―３２．７―４３．９―５５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．６―３F３４．０
３ ・（１，１１，１３）６（７，１２，１４）（２，３，１０，１５，１６）（４，５，８）－９ ４ ・（１，１１）（６，１３）（２，７，１２，１４）（３，１０，１６）１５（４，８）５，９

勝馬の
紹 介

ロードカナロア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．１２．５ 小倉１着

２００８．３．１１生 牡４鹿 母 レディブラッサム 母母 サラトガデュー １２戦７勝 賞金 ３０８，１６６，０００円
〔制裁〕 カレンチャン号の騎手池添謙一は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（１２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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 アンシェルブルー号・サドンストーム号・シゲルスダチ号・シュプリームギフト号・スギノエンデバー号・

スプラッシュエンド号・ベイリングボーイ号
※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。

２５１０８ ９月３０日 曇 良 （２４中山４）第９日 第１２競走 ��
��１，２００�

うちぼう

内房ステークス
発走１６時２５分 （ダート・右）
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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１２ キョウエイカルラ 牝５栗 ５５ 田中 勝春田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４９４＋ ６１：１０．９ ６９．２�

７１１ カフェシュプリーム 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５０８＋ ２１：１１．０� ２．６�
３３ ケイアイダイオウ 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５３６＋１２１：１１．３１� ２９．８�
２２ ハッピーカオル 牡５青 ５７ 蛯名 正義芝山 香氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４５４－ ４ 〃 ハナ １３．８�
６９ ダンシングマオ 牝５鹿 ５５ 北村 宏司森口�一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２ 〃 クビ ９．１�
５６ ケージーハヤブサ 牡３鹿 ５５ 福永 祐一川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 ５０８＋１０１：１１．４クビ ３．０	
４５ チャンピオンラブ 牡６青鹿５７ 大野 拓弥坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 ４８８－ ２１：１１．７２ １０８．６

６８ ハンマープライス 牡６栗 ５７ 吉田 豊 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８８－１４ 〃 クビ ６８．０�
８１３ コウエイフラッシュ 	６鹿 ５７ 石橋 脩西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４７４＋ ２１：１１．９１� １２．１
４４ サザンブレイズ 牡４栗 ５７ 柴田 大知南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４７６＋ ４ 〃 ハナ １１．５�
１１ キクノストーム 牡３鹿 ５５ 内田 博幸菊池 五郎氏 牧田 和弥 浦河 高村牧場 ４８２＋ ４１：１２．２１� １０．０�
５７ ノボレインボー 牝６芦 ５５ 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ４９２－１６１：１２．７３ ２３０．６�
７１０ ビラゴーティアラ 牝５鹿 ５５ 江田 照男三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 ４４２＋ ６１：１４．５大差 ２０７．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ８８，１９７，１００円 複勝： １３４，３８２，０００円 枠連： ５３，９９６，４００円

馬連： ２９７，４７４，９００円 馬単： １８７，４４６，６００円 ワイド： １１２，８０３，８００円

３連複： ３７８，００７，５００円 ３連単： ８６２，６２９，１００円 計： ２，１１４，９３７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，９２０円 複 勝 � ７９０円 � １４０円 � ５５０円 枠 連（７－８） ９８０円

馬 連 �� ８，７３０円 馬 単 �� ２７，３６０円

ワ イ ド �� １，９２０円 �� ８，７６０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ４１，８００円 ３ 連 単 ��� ４５１，５１０円

票 数

単勝票数 計 ８８１９７１ 的中 � １００４４（１０番人気）
複勝票数 計１３４３８２０ 的中 � ３３０９７（９番人気）� ３９９８７１（１番人気）� ４９８５４（８番人気）
枠連票数 計 ５３９９６４ 的中 （７－８） ４０８９８（２番人気）
馬連票数 計２９７４７４９ 的中 �� ２５１５３（２５番人気）
馬単票数 計１８７４４６６ 的中 �� ５０５７（６３番人気）
ワイド票数 計１１２８０３８ 的中 �� １４４７７（２３番人気）�� ３０７９（５１番人気）�� ２４１４８（１２番人気）
３連複票数 計３７８００７５ 的中 ��� ６６７４（９２番人気）
３連単票数 計８６２６２９１ 的中 ��� １４１０（６３８番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．８―１１．８―１２．４―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．６―３４．４―４６．８―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイカルラ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１０．１．２４ 京都２着

２００７．４．２９生 牝５栗 母 レイズユアグラス 母母 レイズアプランサー ２３戦５勝 賞金 ６３，０９４，０００円
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（２４中山４）第９日 ９月３０日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

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

３６２，７６０，０００円
８，０４０，０００円
６，１２０，０００円
３３，０５０，０００円
５７，０３９，０００円
５，２７２，０００円
１，７２８，０００円

勝馬投票券売得金
８９３，８５０，８００円
１，３５４，７４６，５００円
７０９，４６８，６００円
３，０５９，２９２，１００円
１，９００，７７５，０００円
１，１３１，４８６，４００円
４，１７８，９５２，５００円
８，６９６，６３８，６００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 ２１，９２５，２１０，５００円

総入場人員 ３５，７４６名 （有料入場人員 ３２，２６６名）



平成２４年度 第４回中山競馬 総計

競走回数 １０８回 出走延頭数 １，５６７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

２，０５７，１８０，０００円
６，２４０，０００円
６７，０３０，０００円
１９，７４０，０００円
１８３，７７０，０００円
４９１，５３８，０００円
４５，３４４，４００円
１５，０３３，６００円

勝馬投票券売得金
４，０６８，２４６，１００円
６，６９８，９７１，８００円
３，２６０，５３９，０００円
１２，８９４，７１６，６００円
８，１９４，３６９，６００円
４，９２４，１２０，９００円
１６，９０９，２７１，４００円
３３，４９１，５０１，４００円
３，０９３，９８８，０００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 ９３，５３５，７２４，８００円

総入場延人員 ２１８，１５１名 （有料入場延人員 １９４，１６３名）


