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25061 9月21日 晴 良 （25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10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
1：46．0

良
良

46 タブレットピーシー 牡2芦 54 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 464± 01：49．5 32．0�
814 ハッピーセーラー 牝2鹿 54 横山 典弘小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 468± 01：49．6� 5．0�
57 キネオダンサー 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 456－ 8 〃 クビ 7．2�
34 ピ ー キ ー 牡2鹿 54 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 464－ 61：49．7クビ 10．4�
813 コスモカパルア 牝2栗 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 清水 美波 日高 北田 剛 444＋ 41：49．91� 17．7	
11 	 ナカヤマボルト 牡2黒鹿54 蛯名 正義和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 米 Darley & Tap-

estry Stud LLC 506＋ 21：50．0� 15．2

610 ボーノボーノ 牝2栗 54 津村 明秀友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 448＋ 41：50．1� 69．8�
22 ガ ラ ハ ッ ド 
2青鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 2 〃 クビ 131．8�
33 モーレアモーレ 牝2栗 54 大野 拓弥�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 488± 01：50．2クビ 336．9
712 コスモミヅハノメ 牝2黒鹿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 436＋14 〃 ハナ 67．7�
45 ステキステキ 牝2栗 54 丸田 恭介西村新一郎氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 456－ 41：50．41� 163．6�
58 マイネルゼーラフ 牡2青鹿54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 488－ 21：50．5� 12．2�
69 スリーズブーケ 牝2鹿 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 高市 圭二 新冠 柏木 一則 436－ 8 〃 ハナ 206．5�
711 トーセンソユーズ 牡2栗 54 戸崎 圭太島川 �哉氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 486－ 41：50．6クビ 1．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，365，900円 複勝： 43，538，700円 枠連： 12，456，100円
馬連： 51，144，900円 馬単： 38，561，000円 ワイド： 25，160，200円
3連複： 64，280，300円 3連単： 118，206，600円 計： 377，713，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，200円 複 勝 � 720円 � 190円 � 260円 枠 連（4－8） 3，750円

馬 連 �� 7，520円 馬 単 �� 19，640円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 2，610円 �� 480円

3 連 複 ��� 9，780円 3 連 単 ��� 107，040円

票 数

単勝票数 計 243659 的中 � 6002（8番人気）
複勝票数 計 435387 的中 � 12878（8番人気）� 71950（2番人気）� 46440（4番人気）
枠連票数 計 124561 的中 （4－8） 2457（13番人気）
馬連票数 計 511449 的中 �� 5020（23番人気）
馬単票数 計 385610 的中 �� 1449（49番人気）
ワイド票数 計 251602 的中 �� 3458（19番人気）�� 2251（26番人気）�� 14167（5番人気）
3連複票数 計 642803 的中 ��� 4853（29番人気）
3連単票数 計1182066 的中 ��� 815（283番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．8―37．0―49．9―1：02．2―1：14．2―1：25．7―1：37．4

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タブレットピーシー �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．7．14 福島16着

2011．3．7生 牡2芦 母 ウイングレット 母母 エアウイングス 2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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゾナパラ号

25062 9月21日 晴 良 （25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40分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：33．1

良
良

713 チ ュ ロ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太エデンアソシエーション 牧 光二 日高 天羽牧場 464－ 21：34．8 2．7�
510 マイネルグリプス 牡2鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 ビッグレッドファーム 420－ 2 〃 クビ 3．1�
23 サクラエフォート 牡2黒鹿54 田辺 裕信�さくらコマース久保田貴士 新ひだか 伊藤 敏明 472－ 41：34．9� 21．3�
48 ダイワアンビシャス 牡2鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 田上 稔 496－ 61：35．0クビ 4．8�
36 ケンタッキーミント 牝2青鹿54 田中 勝春長谷川清英氏 鹿戸 雄一 新ひだか 桜井牧場 470－ 21：35．21� 8．2�
816 ドラゴンヘッド 牡2栗 54 柴田 善臣田頭 勇貴氏 高橋 文雅 新ひだか 橋本牧場 472＋ 8 〃 クビ 32．1	
611 テイエムリキオー 牡2黒鹿54 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本 春雄 460＋ 21：35．51� 11．4

24 ヴァリアンティー 牝2鹿 54 荻野 琢真スリースターズレーシング 大和田 成 新ひだか 前田 宗将 422－ 8 〃 クビ 83．1�
714 シゲルヒュウガ 牡2栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 山田牧場 468＋ 21：35．71� 123．0�
11 マ サ マ サ 牡2鹿 54

53 ☆嶋田 純次中村 祐子氏 伊藤 正徳 新ひだか ケイアイファーム 416－ 61：35．8クビ 188．8
12 ボールドブルーム 牡2鹿 54 大野 拓弥増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 466－ 41：36．01� 84．5�
35 カリカリクン 牡2栗 54 江田 照男ケンレーシング組合 田島 俊明 青森 谷川 博勝 464－14 〃 ハナ 199．9�
612 マイネルモヒート 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新ひだか 大平牧場 462＋ 61：36．1� 243．1�
47 スガノマンボ 牝2鹿 54 西田雄一郎菅原 光博氏 高市 圭二 日高 有限会社

ケイズ 444＋101：36．41� 213．8�
815 キリシマムスメ 牝2栗 54 武士沢友治土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 436± 0 〃 クビ 420．7�
59 ラ ラ ラ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 432± 01：36．61� 190．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，378，600円 複勝： 44，261，800円 枠連： 11，358，400円
馬連： 47，787，100円 馬単： 33，998，100円 ワイド： 24，983，100円
3連複： 60，612，800円 3連単： 113，263，100円 計： 359，643，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 140円 � 340円 枠 連（5－7） 410円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 160円 �� 680円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 6，700円

票 数

単勝票数 計 233786 的中 � 70427（1番人気）
複勝票数 計 442618 的中 � 128141（1番人気）� 97687（2番人気）� 21316（6番人気）
枠連票数 計 113584 的中 （5－7） 20467（1番人気）
馬連票数 計 477871 的中 �� 101794（1番人気）
馬単票数 計 339981 的中 �� 33547（2番人気）
ワイド票数 計 249831 的中 �� 52598（1番人気）�� 7469（9番人気）�� 6661（10番人気）
3連複票数 計 606128 的中 ��� 25144（5番人気）
3連単票数 計1132631 的中 ��� 12489（16番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．3―12．1―12．2―12．1―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．7―46．8―59．0―1：11．1―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

チ ュ ロ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．6．16 函館4着

2011．2．22生 牝2黒鹿 母 オールマイティ 母母 ファイトガリバー 6戦1勝 賞金 12，600，000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。
（非当選馬） 1頭 タケショウレーブ号

第４回 中山競馬 第６日



25063 9月21日 晴 良 （25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10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

47 コスモナイスガイ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 526＋ 41：56．8 4．8�
510 エターナルヒーロー �3黒鹿56 石橋 脩岡田 牧雄氏 木村 哲也 むかわ 東振牧場 468＋ 6 〃 アタマ 3．6�
12 ドラゴンマッチョ �3芦 56 田辺 裕信窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 422＋ 41：57．43� 16．0�
11 ダークルーラ 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム 520 ―1：57．71� 329．6�

48 タイセイスペシャル 牝3芦 54 田中 勝春田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 アラキフアーム 462－ 8 〃 クビ 19．2�
24 ク ロ ノ マ ン 牡3青鹿 56

55 ☆嶋田 純次 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 槇本牧場 436－ 81：57．8� 9．4


59 ホ ア ピ リ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �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 494＋ 81：58．12 4．5�

714 カレンミラコーリ 牡3栗 56 丸田 恭介鈴木 隆司氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 490＋ 81：58．31 29．6�
612 メイショウポピュラ 牝3栗 54 蛯名 正義松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 日の出牧場 446＋181：58．51 6．7
611 ホワイトチェイサー 牝3芦 54

52 △横山 和生永井 廣司氏 勢司 和浩 新ひだか 大塚牧場 438＋ 21：59．03 11．9�
816 グッドフューチャー 牝3青鹿 54

51 ▲山崎 亮誠松尾 正氏 小野 次郎 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 438－ 61：59．21� 152．0�

35 メ ロ ー ペ 牝3黒鹿54 木幡 初広岡田 壮史氏 小野 次郎 新ひだか 岡田スタツド 476－ 2 〃 クビ 65．6�
36 ヘイブンズギフト 牝3栗 54 荻野 琢真 	グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 434－161：59．73 388．6�
815 ダイワフレーム 牝3黒鹿54 丸山 元気大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 B394＋ 41：59．8� 73．6�
23 ストロングホールド �3鹿 56 柴田 善臣岡田 牧雄氏 柴田 政人 日高 ナカノファーム 470－ 22：00．22� 56．7�
713 トウショウトレンド 牡3鹿 56 的場 勇人トウショウ産業	 的場 均 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 446－ 62：01．47 397．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，204，800円 複勝： 45，064，000円 枠連： 14，581，400円
馬連： 48，874，600円 馬単： 30，882，400円 ワイド： 25，257，100円
3連複： 64，036，700円 3連単： 102，813，700円 計： 352，714，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 140円 � 270円 枠 連（4－5） 400円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 300円 �� 700円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 11，200円

票 数

単勝票数 計 212048 的中 � 35461（3番人気）
複勝票数 計 450640 的中 � 75529（3番人気）� 102744（1番人気）� 34780（6番人気）
枠連票数 計 145814 的中 （4－5） 27226（1番人気）
馬連票数 計 488746 的中 �� 50232（1番人気）
馬単票数 計 308824 的中 �� 14066（3番人気）
ワイド票数 計 252571 的中 �� 23772（1番人気）�� 8392（10番人気）�� 8754（9番人気）
3連複票数 計 640367 的中 ��� 21691（6番人気）
3連単票数 計1028137 的中 ��� 6779（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―37．4―51．3―1：04．7―1：17．9―1：30．9―1：43．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F38．9
1
3
11（3，8）－（6，9）12（14，10，15）－（5，16）－2，4，13＝1，7
11，3，8（12，9）（15，2）（6，10）16（14，5，4）1，13，7

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

勝馬の
紹 介

コスモナイスガイ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2013．1．19 中山13着

2010．6．4生 牡3黒鹿 母 ナイスカット 母母 トリムカット 9戦1勝 賞金 11，540，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウショウトレンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年11月21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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プリンセスオリーブ号
（非抽選馬） 4頭 イナズマデーア号・クラウンマイスター号・ピーコックグリーン号・フォントネー号

25064 9月21日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25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40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：10．2良・良

44 ユニバーサルアゲン 牡5鹿 60 草野 太郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 452＋123：15．6 3．1�
11 � セイカミカワ 牝6黒鹿58 大江原 圭久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 514＋ 63：15．7� 9．1�
33 � ドリームパワー 牝4鹿 58 金子 光希�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 440＋143：16．97 21．6�
78 デラウメイア 牡3栗 58 石神 深一野崎 宗信氏 菅原 泰夫 新冠 須崎牧場 456± 03：17．32� 7．4�
89 � オ マ モ リ 牡4黒鹿60 浜野谷憲尚小田切有一氏 本間 忍 浦河 吉田 又治 450＋ 23：17．72� 6．1�
66 オリオンザポラリス 牡6黒鹿60 鈴木 慶太平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 464＋ 23：18．02 2．8	
22 サ ル ゴ ン 牡4鹿 60 五十嵐雄祐
ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 490＋ 63：18．21� 14．0�
810 パルジョーイ 牡4青鹿60 江田 勇亮水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 528＋ 23：20．3大差 46．4�
77 � ベネチアブルー 牝5黒鹿58 高野 和馬 
ブルーマネジメント石栗 龍彦 安平 ノーザンファーム 466＋123：20．4� 76．6
55 ディアーフォンテン 牝4黒鹿58 蓑島 靖典吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 436＋ 23：20．82� 131．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 14，091，300円 複勝： 18，394，600円 枠連： 9，633，600円
馬連： 29，326，800円 馬単： 23，688，500円 ワイド： 13，234，700円
3連複： 38，568，600円 3連単： 86，457，500円 計： 233，395，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 200円 � 420円 枠 連（1－4） 900円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，220円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 6，940円 3 連 単 ��� 22，150円

票 数

単勝票数 計 140913 的中 � 36885（2番人気）
複勝票数 計 183946 的中 � 45085（1番人気）� 23410（4番人気）� 8646（7番人気）
枠連票数 計 96336 的中 （1－4） 7950（4番人気）
馬連票数 計 293268 的中 �� 19326（5番人気）
馬単票数 計 236885 的中 �� 10146（7番人気）
ワイド票数 計 132347 的中 �� 8715（5番人気）�� 2582（17番人気）�� 1342（23番人気）
3連複票数 計 385686 的中 ��� 4103（25番人気）
3連単票数 計 864575 的中 ��� 2881（73番人気）
上り 1マイル 1：49．3 4F 52．5－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ユニバーサルアゲン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．1．23 中山8着

2008．2．18生 牡5鹿 母 パッションストーム 母母 ゴールデンハピネス 障害：12戦1勝 賞金 12，000，000円
〔その他〕 オリオンザポラリス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 オリオンザポラリス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年10月21日まで出走できない。



25065 9月21日 晴 良 （25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30分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

46 エ ク ス シ ア 牝2鹿 54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 420 ―1：10．4 19．0�
57 アンジェリック 牝2鹿 54 伊藤 工真有限会社シルク大和田 成 浦河 杵臼牧場 440 ― 〃 クビ 7．2�
711 マリーズケイ 牝2鹿 54 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 464 ―1：10．61 25．0�
58 デルマアッコチャン 牝2栗 54 江田 照男浅沼 廣幸氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 428 ― 〃 クビ 24．8�
11 サマーデライト 牝2青鹿 54

51 ▲山崎 亮誠�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 448 ―1：10．7クビ 5．1�
610 クツワホームラン 牝2栗 54 戸崎 圭太芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 454 ―1：10．91� 4．5	
45 マルーンドロップ 牝2栗 54 丸山 元気 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 448 ― 〃 ハナ 18．1�
712 フレンドスイート 牝2鹿 54 田中 勝春横尾 晴人氏 菊川 正達 新ひだか 藤巻 則弘 436 ― 〃 ハナ 31．7�
22 ジョウノリボン 牝2鹿 54 田辺 裕信小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 376 ― 〃 アタマ 50．0
813 アクアベール 牝2芦 54 内田 博幸ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 新冠 富本 茂喜 418 ― 〃 クビ 3．6�
69 アルマシェダル 牝2黒鹿54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 矢野 英一 浦河 上山牧場 450 ―1：11．11� 12．4�
33 スマートラムダ 牝2鹿 54 北村 宏司大川 徹氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 434 ―1：11．42 16．6�
814 ショウブキセキ 牝2黒鹿54 吉田 隼人長塩 豊氏 菅原 泰夫 新冠 パカパカ

ファーム 438 ―1：11．72 153．1�
34 セイクリッドブルー 牝2鹿 54 松岡 正海スリースターズレーシング 清水 英克 新ひだか 平野牧場 424 ―1：11．91� 30．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，840，300円 複勝： 34，255，400円 枠連： 16，760，300円
馬連： 46，921，000円 馬単： 30，228，500円 ワイド： 22，847，300円
3連複： 61，448，100円 3連単： 95，688，200円 計： 328，989，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，900円 複 勝 � 650円 � 240円 � 670円 枠 連（4－5） 2，270円

馬 連 �� 7，460円 馬 単 �� 20，570円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 5，810円 �� 3，420円

3 連 複 ��� 66，790円 3 連 単 ��� 408，200円

票 数

単勝票数 計 208403 的中 � 8672（8番人気）
複勝票数 計 342554 的中 � 12743（8番人気）� 45890（4番人気）� 12187（9番人気）
枠連票数 計 167603 的中 （4－5） 5461（13番人気）
馬連票数 計 469210 的中 �� 4647（32番人気）
馬単票数 計 302285 的中 �� 1085（76番人気）
ワイド票数 計 228473 的中 �� 2363（32番人気）�� 959（65番人気）�� 1646（45番人気）
3連複票数 計 614481 的中 ��� 679（194番人気）
3連単票数 計 956882 的中 ��� 173（1129番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．7―11．8―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．1―46．9―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．3
3 ・（1，6）（5，8，7）（11，13）（9，12）（2，10）14－3－4 4 1，6（5，7）8（11，13）（9，12）（2，10）（3，14）＝4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エ ク ス シ ア �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2011．3．23生 牝2鹿 母 ハネダテンシ 母母 ブルーサヴァンナ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ショウブキセキ号の騎手吉田隼人は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。

25066 9月21日 晴 良 （25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00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

48 ノボサイボーグ 牡3栗 56 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 456－ 61：12．0 6．3�
24 メリーウェザー 牝3鹿 54 横山 典弘吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 508－ 21：12．85 3．4�
611 サクラモンストール 牡3栗 56 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 478＋ 21：13．01� 12．4�
59 クルトメッシュ 牡3黒鹿56 松岡 正海�G1レーシング 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 480－ 41：13．1クビ 7．6�
816 ル タ ド ー ル 牡3黒鹿56 津村 明秀 �オリオンファーム 牧 光二 日高 オリオンファーム 474－ 61：13．41� 9．6�
815 ポントマイコ 牝3青鹿54 柴田 大知松本夫佐子氏 伊藤 大士 浦河 桑田牧場 416－ 41：13．61	 18．8	
23 リュウノヒゲ 牝3芦 54 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 452－ 61：13．81	 16．7

35 エヴォトウショウ 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464＋ 81：13．9� 233．4�
713 ブラウンワールド 牝3黒鹿 54

52 △横山 和生キャピタルクラブ 加藤 和宏 新冠 田鎖牧場 B444－ 81：14．0クビ 5．6�
47 クラウンプルートゥ 牡3黒鹿56 西田雄一郎�クラウン 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B446＋ 21：14．74 14．3
714 メイショウタカサゴ 牡3黒鹿56 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 千歳 社台ファーム 552＋ 21：15．02 14．0�
11 コンテベルデ 牡3青鹿56 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 452－121：15．21� 77．2�
12 タイキミホクイーン 牝3黒鹿54 江田 照男�大樹ファーム 高木 登 大樹 大樹ファーム 444＋ 21：15．51� 114．1�
510 サンマルストーリー 牝3鹿 54 嘉藤 貴行相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新ひだか 石川 新一 420 ―1：15．6� 88．5�
612 ウィザードリー 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 浦河 細道牧場 B512＋ 81：16．87 87．8�
36 パーティークィーン 牝3芦 54

52 △杉原 誠人�タイヘイ牧場 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 470＋121：18．6大差 123．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，922，800円 複勝： 45，065，700円 枠連： 19，194，200円
馬連： 60，954，900円 馬単： 36，662，800円 ワイド： 31，547，700円
3連複： 82，656，700円 3連単： 126，743，500円 計： 426，748，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 170円 � 360円 枠 連（2－4） 700円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，590円 �� 990円

3 連 複 ��� 5，810円 3 連 単 ��� 33，570円

票 数

単勝票数 計 239228 的中 � 30010（3番人気）
複勝票数 計 450657 的中 � 55475（3番人気）� 88043（1番人気）� 27275（7番人気）
枠連票数 計 191942 的中 （2－4） 20342（1番人気）
馬連票数 計 609549 的中 �� 31503（2番人気）
馬単票数 計 366628 的中 �� 9848（3番人気）
ワイド票数 計 315477 的中 �� 13508（3番人気）�� 4721（26番人気）�� 7849（11番人気）
3連複票数 計 826567 的中 ��� 10510（17番人気）
3連単票数 計1267435 的中 ��� 2787（85番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―12．4―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．7―46．1―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．3
3 ・（4，11）（7，15）（3，13）－（8，14）（2，6）16－（10，9）5＝1，12 4 ・（4，11）15，7（8，3，13）－16，14－2，9，6，10，5－1，12

勝馬の
紹 介

ノボサイボーグ �
�
父 ノボトゥルー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．9．16 中山10着

2010．4．17生 牡3栗 母 ノ ボ キ ッ ス 母母 ライズキッス 10戦1勝 賞金 8，380，000円
〔制裁〕 ノボサイボーグ号の騎手三浦皇成は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パーティークィーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月21日まで平

地競走に出走できない。
ウィザードリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月21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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サインヴィクトリー号・レイナ号
（非抽選馬） 4頭 イノチノカギリ号・スズカロードスター号・スプリングコメット号・ダイワモンド号



25067 9月21日 晴 良 （25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30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

713 ケイジーシオン 牝5黒鹿55 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 浦河 梅田牧場 484－ 21：54．8 17．2�
59 � シェイプリー 牝4鹿 55

53 △横山 和生 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか ケイアイファーム 466－ 41：54．9� 18．3�
816 スカルラット 牝4栃栗55 嘉藤 貴行�日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム 498＋ 61：55．0	 9．8�
24 アンルーリー 牝3鹿 52 大野 拓弥ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 472± 0 〃 ハナ 3．0�
36 ファストソング 牝3栗 52 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 484－ 41：55．42	 14．6	
815 ラクリモーサ 牝4青鹿55 柴山 雄一 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 450－ 61：55．5	 5．4

612 アディシオン 牝3鹿 52 北村 宏司島川 利子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 498＋ 41：56．24 29．1�
714 パルトゥーラ 牝3栗 52 宮崎 北斗加藤 誠氏 田中 剛 洞爺湖 メジロ牧場 B434＋141：56．3	 71．0�
611� マ レ ン カ ヤ 牝5鹿 55 武士沢友治加藤 厚子氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 456＋ 21：56．83 101．1
47 � レインボーデイズ 牝5栗 55 西村 太一�ターフ・スポート新開 幸一 日高 ナカノファーム 438－10 〃 ハナ 283．4�
12 スペクトロライト 牝3鹿 52 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B458－ 41：57．11� 3．8�
35 � ア リ ア ー ヌ 牝4鹿 55 柴田 大知岩﨑 僖澄氏 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 452＋ 81：57．52	 303．1�
11 エルシェロアスール 牝3栗 52

49 ▲伴 啓太山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 458± 01：57．6クビ 9．2�
510 レディーモモ 牝3栗 52

49 ▲花田 大昂小林 博雄氏 伊藤 正徳 日高 千葉飯田牧場 490－ 41：58．77 310．2�
48 モ リ ミ ヤ ビ 牝3栗 52 木幡 初広�森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム B434＋ 42：00．4大差 52．6�
23 ビューティワンダー 牝3栗 52 黛 弘人武田 茂男氏 尾関 知人 新ひだか 広田牧場 B456－ 12：04．3大差 257．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，424，400円 複勝： 49，222，500円 枠連： 22，101，100円
馬連： 70，419，300円 馬単： 41，968，700円 ワイド： 35，407，500円
3連複： 90，873，200円 3連単： 153，121，300円 計： 488，538，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 500円 � 500円 � 340円 枠 連（5－7） 10，560円

馬 連 �� 12，820円 馬 単 �� 26，360円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 2，110円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 25，650円 3 連 単 ��� 219，430円

票 数

単勝票数 計 254244 的中 � 11655（7番人気）
複勝票数 計 492225 的中 � 25283（8番人気）� 25488（7番人気）� 40204（4番人気）
枠連票数 計 221011 的中 （5－7） 1545（24番人気）
馬連票数 計 704193 的中 �� 4055（33番人気）
馬単票数 計 419687 的中 �� 1175（66番人気）
ワイド票数 計 354075 的中 �� 2891（32番人気）�� 4151（26番人気）�� 4515（24番人気）
3連複票数 計 908732 的中 ��� 2615（73番人気）
3連単票数 計1531213 的中 ��� 515（514番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．3―49．4―1：02．6―1：15．8―1：28．6―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．0
1
3
・（1，3，13）8－（5，14）15（4，12）（2，11，16）＝10，9，6，7・（1，13，15）16，14，12（8，3，4，11）（2，6）5（9，7）10

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

勝馬の
紹 介

ケイジーシオン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー 2011．1．16 中山1着

2008．5．2生 牝5黒鹿 母 コウヨウヒロイン 母母 ハ ル ー ダ 20戦3勝 賞金 27，240，000円
〔その他〕 モリミヤビ号は，1コーナー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。

ビューティワンダー号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕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。

※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 ミラクルチャーム号

25068 9月21日 晴 良 （25中山4）第6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
1：58．0
1：56．1

良
良

510 ライズトゥフェイム 牡3鹿 54 田中 勝春有限会社シルク加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478＋142：01．5 5．9�

48 ジェラテリアバール 牝3黒鹿52 内田 博幸吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 476－182：01．71� 5．4�
36 ブリリアントダンス 牡3鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 484－ 2 〃 クビ 12．9�
59 	 コンドッティエーレ 牡4栗 57 丸山 元気村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 478－ 22：01．8� 15．3�
816 アサクサマジック 
4黒鹿57 北村 宏司田原 慶子氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 510± 02：01．9� 6．2�
713 マイネルランスタン 牡3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 22：02．11� 4．6	
815 ヴァルナビスティー 牡5黒鹿 57

56 ☆嶋田 純次備前島敏子氏 尾形 充弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496－ 62：02．2� 43．7


11 ルネッタアスール 牝4鹿 55
52 ▲花田 大昂青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 アタマ 12．8�

24 クラーロデルナ 牡4鹿 57
55 △横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 488＋ 62：02．3クビ 8．1�

612 アルファアリア 牝3鹿 52 大野 拓弥�貴悦 田村 康仁 新冠 秋田牧場 442± 0 〃 ハナ 25．9
714 アードバーク 牡4鹿 57 鈴木 慶太石川 幸司氏 南田美知雄 浦河 三栄牧場 468－ 6 〃 ハナ 283．8�
35 メロディフェア 牝3青鹿52 柴田 善臣星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 442± 02：02．4クビ 20．4�
47 ダンディーソル 牡3青鹿54 江田 照男 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 476± 0 〃 ハナ 67．9�
611 フロールジェナ 牝5鹿 55

53 △杉原 誠人小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 444－12 〃 クビ 357．3�
12 マイネルスパーブ 牡4鹿 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 480＋142：02．61� 21．7�
23  アイアンフォックス 牡3鹿 54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 Howard

Barton Stud B460－16 〃 クビ 196．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，300，800円 複勝： 42，389，600円 枠連： 22，202，500円
馬連： 70，442，900円 馬単： 39，989，100円 ワイド： 32，734，200円
3連複： 89，798，200円 3連単： 137，526，200円 計： 458，383，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 280円 � 220円 � 350円 枠 連（4－5） 1，290円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 4，760円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，790円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 9，080円 3 連 単 ��� 46，880円

票 数

単勝票数 計 233008 的中 � 31648（3番人気）
複勝票数 計 423896 的中 � 39558（5番人気）� 56774（2番人気）� 29755（7番人気）
枠連票数 計 222025 的中 （4－5） 12716（2番人気）
馬連票数 計 704429 的中 �� 20347（9番人気）
馬単票数 計 399891 的中 �� 6206（15番人気）
ワイド票数 計 327342 的中 �� 7502（9番人気）�� 4452（31番人気）�� 5881（14番人気）
3連複票数 計 897982 的中 ��� 7300（28番人気）
3連単票数 計1375262 的中 ��� 2165（125番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―36．9―49．3―1：02．6―1：14．7―1：26．6―1：38．1―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．9
1
3
1，5（2，8）（6，12）（3，13）16－7（4，10）－14，11，15，9
1（5，8）（2，6，12）（13，7）（3，16）（4，10）15（11，14）－9

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

勝馬の
紹 介

ライズトゥフェイム �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Barathea デビュー 2012．12．9 中山4着

2010．3．30生 牡3鹿 母 バラファミー 母母 Infamy 3戦2勝 賞金 13，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出走取消馬 スカーレットポピー号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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 ウルフキングボーイ号・プレドマンシュ号



25069 9月21日 晴 良 （25中山4）第6日 第9競走 ��
��2，500�

く じ ゅ う く り

九 十 九 里 特 別
発走14時35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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

11 � レオプログレス 牡8青 57 北村 宏司�レオ 萱野 浩二 様似 清水 誠一 466＋ 22：34．1 4．9�
22 マイネルストラーノ 牡3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－ 62：34．2	 2．6�
78 
 アウォーディー 牡3鹿 54 横山 典弘前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Management B504± 0 〃 クビ 3．0�
810 セ ミ ニ ョ ン 牝5鹿 55 田辺 裕信伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 472－ 22：34．52 10．2�
33 アドマイヤパーシア 牡5栗 57 田中 勝春近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋142：34．92	 14．3�
44 � ヴェルデライト 牝5鹿 55 江田 照男 	キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 466－ 82：35．0クビ 130．8

811� ダブルオーセブン 牡5黒鹿57 勝浦 正樹久保 佳和氏 古賀 史生 日高 新生ファーム 490＋ 42：35．21� 14．0�
55 シンボリローレンス �8黒鹿57 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 494＋ 62：35．51 302．1�
79 マイネソルシエール 牝5栗 55 津村 明秀 �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 472－14 〃 クビ 76．3
66 ウエスタンオウジ 牡3鹿 54 柴田 善臣西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 478－ 42：35．6クビ 14．4�
67 スズカゲイル 牡8鹿 57 石神 深一永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 小島牧場 428－ 42：36．34 272．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，904，800円 複勝： 52，053，100円 枠連： 20，337，000円
馬連： 90，865，900円 馬単： 63，880，900円 ワイド： 36，390，400円
3連複： 104，625，000円 3連単： 239，891，000円 計： 646，948，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 130円 � 120円 � 130円 枠 連（1－2） 540円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 230円 �� 320円 �� 190円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 5，130円

票 数

単勝票数 計 389048 的中 � 62593（3番人気）
複勝票数 計 520531 的中 � 104232（2番人気）� 137343（1番人気）� 98335（3番人気）
枠連票数 計 203370 的中 （1－2） 28205（2番人気）
馬連票数 計 908659 的中 �� 121376（2番人気）
馬単票数 計 638809 的中 �� 31022（4番人気）
ワイド票数 計 363904 的中 �� 41313（2番人気）�� 24612（3番人気）�� 52371（1番人気）
3連複票数 計1046250 的中 ��� 130145（1番人気）
3連単票数 計2398910 的中 ��� 34576（11番人気）

ハロンタイム 7．4―10．9―11．9―12．6―12．8―14．0―12．5―12．3―12．3―12．2―12．0―11．4―11．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．4―18．3―30．2―42．8―55．6―1：09．6―1：22．1―1：34．4―1：46．7―1：58．9―2：10．9―2：22．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レオプログレス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ヒ シ マ サ ル

2005．3．12生 牡8青 母 ユーワテイクワン 母母 トライアンフアンドジョイ 31戦3勝 賞金 91，051，000円
地方デビュー 2008．10．10 名古屋

25070 9月21日 晴 良 （25中山4）第6日 第10競走 ��
��1，800�

い ち は ら

市 原 特 別
発走15時10分 （ダート・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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

714 ワイルドフラッパー 牝4黒鹿55 三浦 皇成吉田 照哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 516－ 21：53．3 3．8�
815 メイショウコンカー 牡4栗 57 吉田 隼人松本 好雄氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 456－181：53．72� 14．2�
816 ガ ム ラ ン 牡5青鹿57 北村 宏司 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 522－ 21：54．02 9．2�
47 	 イッシンドウタイ 牡4鹿 57 蛯名 正義�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 494－ 61：54．1クビ 9．9�
35 アサクサポイント 
5青鹿57 柴田 大知田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 476＋ 21：54．2� 13．4�
611 プロモントーリオ 牡3鹿 54 横山 典弘水上 行雄氏 萩原 清 日高 道見牧場 488－ 6 〃 ハナ 40．3	
36 � ダノンレジェンド 牡3黒鹿54 田中 勝春
ダノックス 村山 明 米 Colts Neck

Stables, LLC 454－ 1 〃 クビ 18．8�
612 ディアグリスター 牡3鹿 54 丸田 恭介ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 476－ 2 〃 ハナ 111．9�
12 トウショウギフト 牡4鹿 57 田辺 裕信トウショウ産業
 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 522－ 61：54．3� 5．3
713 イスカンダル 牡3鹿 54 石橋 脩前田 葉子氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－ 41：54．51 123．5�
59 コパノウィリアム 牡4鹿 57 勝浦 正樹小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 B476－ 4 〃 ハナ 16．4�
24 デンコウアクティブ 牡4鹿 57 津村 明秀田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 496－10 〃 ハナ 82．2�
23 	 リバータイキ 牡4栗 57 戸崎 圭太河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 496－141：54．6クビ 5．8�
48 プラントハンター 牡3黒鹿54 内田 博幸吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 456＋ 41：55．34 10．1�
510 ピュアダイヤモンド 牝4青鹿55 黛 弘人 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 456－14 〃 アタマ 143．3�
11 ドラゴンアルテマ 牡6青 57 杉原 誠人窪田 芳郎氏 尾形 和幸 新ひだか 千代田牧場 B502＋141：57．5大差 117．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，377，200円 複勝： 78，175，400円 枠連： 33，596，700円
馬連： 143，493，800円 馬単： 71，812，200円 ワイド： 55，207，600円
3連複： 178，591，300円 3連単： 298，642，800円 計： 897，897，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 430円 � 350円 枠 連（7－8） 890円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 950円 �� 780円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 6，030円 3 連 単 ��� 22，780円

票 数

単勝票数 計 383772 的中 � 79832（1番人気）
複勝票数 計 781754 的中 � 136025（1番人気）� 42146（9番人気）� 54990（7番人気）
枠連票数 計 335967 的中 （7－8） 27903（1番人気）
馬連票数 計1434938 的中 �� 53983（5番人気）
馬単票数 計 718122 的中 �� 15856（8番人気）
ワイド票数 計 552076 的中 �� 14412（10番人気）�� 18022（6番人気）�� 6643（30番人気）
3連複票数 計1785913 的中 ��� 21878（17番人気）
3連単票数 計2986428 的中 ��� 9676（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―37．9―51．4―1：03．7―1：16．3―1：28．5―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワイルドフラッパー �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Smoke Glacken デビュー 2012．4．29 京都1着

2009．5．12生 牝4黒鹿 母 スモークンフローリック 母母 Cherokyfrolicflash 11戦4勝 賞金 48，134，000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 ゴールドロジャー号
（非抽選馬） 2頭 コスモイーチタイム号・リベラルアーツ号



25071 9月21日 晴 良 （25中山4）第6日 第11競走 ��
��1，200�セプテンバーステークス

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，24．9．22以降25．9．17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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

47 プレイズエターナル 牡3黒鹿53 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B482＋ 61：07．4 2．2�

11 セイコーライコウ 牡6鹿 58 北村 宏司竹國美枝子氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 484－ 81：07．61 9．0�
23 ブランダムール 牝4栗 53 吉田 隼人�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 450＋ 2 〃 アタマ 6．0�
714 マッキーコバルト 牡7鹿 55 田中 勝春薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 B462± 01：07．81� 15．7�
815 ミヤジエムジェイ 牡5鹿 56 柴田 善臣曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 510＋ 21：08．01� 8．3�
12 ヤマニングルノイユ 牝6鹿 53 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 512＋221：08．21� 19．8	
48 レオパステル 牝6鹿 54 蛯名 正義
レオ 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 446＋10 〃 アタマ 13．7�
611� ロードバロック 牡8鹿 54 田辺 裕信 
ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm 430－ 81：08．41� 122．2�
59 ラフレーズカフェ 牝4青鹿55 柴山 雄一西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 484＋10 〃 クビ 8．5
510 ディアセルヴィス 牡3鹿 53 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 460＋ 81：08．5クビ 33．4�
816 マイネルロガール 牡5鹿 57 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 B494－ 2 〃 クビ 28．5�
24 ウインバンディエラ 牡7栗 53 横山 義行
ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 468＋ 81：08．6クビ 191．6�
612 エーシンセノーテ 牝3鹿 50 横山 和生
栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 406－ 61：08．81� 84．4�
35 ストロングポイント 牡7芦 52 武士沢友治畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 478＋ 8 〃 ハナ 169．5�
36 グローリールピナス 牝7栃栗50 杉原 誠人大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 482－ 6 〃 アタマ 426．1�
713	 カシノデューク 牡4栗 52 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 488＋ 21：09．54 215．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，857，100円 複勝： 106，344，600円 枠連： 58，455，200円
馬連： 266，725，900円 馬単： 142，674，300円 ワイド： 89，819，300円
3連複： 341，315，000円 3連単： 695，284，700円 計： 1，766，476，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 210円 � 180円 枠 連（1－4） 700円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 440円 �� 320円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 6，840円

票 数

単勝票数 計 658571 的中 � 237838（1番人気）
複勝票数 計1063446 的中 � 289085（1番人気）� 110099（4番人気）� 139788（2番人気）
枠連票数 計 584552 的中 （1－4） 62237（3番人気）
馬連票数 計2667259 的中 �� 182401（4番人気）
馬単票数 計1426743 的中 �� 65232（4番人気）
ワイド票数 計 898193 的中 �� 50764（3番人気）�� 76586（1番人気）�� 31009（6番人気）
3連複票数 計3413150 的中 ��� 142823（2番人気）
3連単票数 計6952847 的中 ��� 75119（5番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．0―11．1―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．5―44．6―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．9
3 2，3（12，16）－14（1，15）（7，10）（4，8）（11，9，13）－5，6 4 ・（2，3）16，12，14，1（7，15，10）（4，8，9）11，13，5－6

勝馬の
紹 介

プレイズエターナル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Zafonic デビュー 2012．6．30 函館2着

2010．3．28生 牡3黒鹿 母 メイビーフォーエヴァー 母母 Easy Option 10戦4勝 賞金 61，447，000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 ヴァンフレーシュ号・キングオブヘイロー号・ブルームーンピサ号・ルリニガナ号

25072 9月21日 晴 良 （25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25分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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

611 ヴァレンティーネ 牝3鹿 53 戸崎 圭太佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 442－101：12．1 5．7�
23 フレックスハート 牝3鹿 53 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B462－ 41：12．31 5．0�
36 � イナズマソリオ 牝4黒鹿55 村田 一誠小泉 賢悟氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒノデファーム 464－ 6 〃 クビ 27．5�
510 コップヒヤザケ 牡4鹿 57 三浦 皇成大久保與志雄氏 鹿戸 雄一 浦河 杵臼牧場 482＋ 21：12．72� 7．9�
48 シャンパンルージュ 牝3鹿 53 柴田 善臣�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ B468－ 4 〃 クビ 39．1�
612 シゲルドリアン 牡4鹿 57 大野 拓弥森中 蕃氏 松山 将樹 日高 中前牧場 B474± 01：12．8クビ 15．5	
11 � アースパイプ 牡4栗 57 横山 典弘窪田 康志氏 尾形 和幸 新ひだか 千代田牧場 B480－101：12．9� 3．2

12 ターゲットゾーン 牡3栗 55 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 日高 天羽牧場 504＋ 8 〃 ハナ 120．3�
47 ヘンリーフォンテン 牡4鹿 57 江田 照男吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 474± 01：13．11	 26．1�
714 アウトオブオーダー 牡7鹿 57 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 486－181：13．41� 84．5
816 ハニームーナー 牝3栗 53

50 ▲伴 啓太 H.R.H．プリンセス・ハヤ 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 428＋ 81：13．61	 68．9�

59 プラッキーエリーナ 牝4栗 55
52 ▲山崎 亮誠井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B464－ 61：13．91� 105．9�

24 アルマドラーゴ 牡3栗 55 吉田 隼人コウトミックレーシング 高橋 文雅 新ひだか 信田牧場 470± 01：14．11 6．0�
815 ハプスブルク 牡3鹿 55

53 △横山 和生片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 428－10 〃 アタマ 20．8�
713 フジドリーム 牝4鹿 55 丹内 祐次藤田 達男氏 清水 英克 新冠 イワミ牧場 426－ 41：14．95 73．4�
35 � シベリアンブラック 牡4黒鹿 57

55 △杉原 誠人藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 536＋321：15．11	 101．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，518，200円 複勝： 66，386，700円 枠連： 39，216，500円
馬連： 164，497，900円 馬単： 72，051，800円 ワイド： 54，403，700円
3連複： 168，917，400円 3連単： 324，000，300円 計： 931，992，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 230円 � 200円 � 570円 枠 連（2－6） 700円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 660円 �� 2，540円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 16，270円 3 連 単 ��� 63，300円

票 数

単勝票数 計 425182 的中 � 59164（3番人気）
複勝票数 計 663867 的中 � 79569（3番人気）� 103409（2番人気）� 25162（10番人気）
枠連票数 計 392165 的中 （2－6） 41350（2番人気）
馬連票数 計1644979 的中 �� 80886（5番人気）
馬単票数 計 720518 的中 �� 17477（8番人気）
ワイド票数 計 544037 的中 �� 21744（5番人気）�� 5115（29番人気）�� 5206（27番人気）
3連複票数 計1689174 的中 ��� 7666（49番人気）
3連単票数 計3240003 的中 ��� 3778（186番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―12．4―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．4―46．8―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァレンティーネ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Forestry デビュー 2012．10．21 東京14着

2010．5．11生 牝3鹿 母 ホワイトウォーター 母母 Colorado Song 11戦2勝 賞金 21，912，000円
〔その他〕 フジドリーム号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 フジドリーム号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年10月21日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラヴェンナ号
（非抽選馬） 8頭 ヴァイスヴェルト号・オリアーナ号・クレバーカイオウ号・サルバドールハクイ号・フィンデルムンド号・

マイネエレーナ号・リーサムダイチ号・ロクイチスマイル号



（25中山4）第6日 9月21日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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

190，280，000円
2，080，000円
8，040，000円
1，370，000円
16，740，000円
59，643，500円
5，084，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
362，186，200円
625，152，100円
279，893，000円
1，091，455，000円
626，398，300円
446，992，800円
1，345，723，300円
2，491，638，900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
計 7，269，439，600円

総入場人員 18，194名 （有料入場人員 16，534名）
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