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25073 9月22日 晴 良 （25中山4）第7日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時10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
1：52．7
1：50．9

良
不良

611 トゥインクリング 牡2栗 54 北村 宏司スリースターズレーシング 田村 康仁 浦河 ミルファーム 490± 01：56．9 6．8�
612 ヒ ム カ 牝2栗 54 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 クビ 49．9�
23 ダノンミシガン 牡2芦 54 三浦 皇成�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 474± 01：57．11� 4．3�
714 ラクードール 牡2黒鹿54 丸山 元気小林 秀樹氏 栗田 徹 新冠 つつみ牧場 458－221：57．2クビ 118．6�
510 ライトオブホープ 牡2栗 54 柴山 雄一落合 幸弘氏 斎藤 誠 新冠 イワミ牧場 494－ 41：57．94 7．0�
11 ルヴェソンヴェール 牝2栗 54 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 498－ 6 〃 アタマ 7．9	
12 キンショーウズシオ 牡2芦 54 江田 照男礒野日出夫氏 根本 康広 新冠 森永 聡 486＋ 21：58．11 9．1

47 イタリアンフェッテ 牝2鹿 54 丸田 恭介友水 達也氏 石毛 善彦 平取 高橋 啓 416－101：58．52� 72．7�
36 メリーウィドウ 牝2鹿 54 石橋 脩有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 494－ 61：59．03 14．0�
24 ブルーホール 牡2青鹿 54

52 △横山 和生�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 452＋101：59．31� 219．0
713 ディアブレイズン 牡2鹿 54 勝浦 正樹ディアレスト 矢野 英一 新ひだか 岡田 猛 462＋ 22：00．25 15．8�
816 デモクラシー 牡2鹿 54

53 ☆嶋田 純次藤田 在子氏 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 442－102：02．0大差 167．9�
48 マキノアカボリ 牡2鹿 54 田辺 裕信島宮 萬喜氏 土田 稔 浦河 金成吉田牧場 464＋ 62：02．32 149．8�
59 	 マイネルスパイアー 牡2黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 米 Ugo e Nazza-
reno Marchetti 478＋ 82：03．15 4．7�

35 	 ガラッシアファータ 牝2黒鹿54 蛯名 正義前田 幸治氏 萩原 清 米 Diamond A
Racing Corp. 480－ 42：03．52� 11．1�

815 エンチャンター 牡2鹿 54 木幡 初広 H.H．シェイク・モハメド 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460＋162：03．82 148．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，451，600円 複勝： 43，305，200円 枠連： 18，446，100円
馬連： 61，354，300円 馬単： 36，700，100円 ワイド： 28，822，700円
3連複： 82，410，500円 3連単： 127，071，900円 計： 419，562，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 200円 � 1，310円 � 160円 枠 連（6－6） 36，020円

馬 連 �� 26，220円 馬 単 �� 44，260円

ワ イ ド �� 6，110円 �� 540円 �� 4，800円

3 連 複 ��� 27，760円 3 連 単 ��� 216，090円

票 数

単勝票数 計 214516 的中 � 25188（3番人気）
複勝票数 計 433052 的中 � 61094（2番人気）� 6063（10番人気）� 91473（1番人気）
枠連票数 計 184461 的中 （6－6） 378（33番人気）
馬連票数 計 613543 的中 �� 1727（40番人気）
馬単票数 計 367001 的中 �� 612（78番人気）
ワイド票数 計 288227 的中 �� 1107（40番人気）�� 14493（3番人気）�� 1414（37番人気）
3連複票数 計 824105 的中 ��� 2191（84番人気）
3連単票数 計1270719 的中 ��� 434（549番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．4―49．8―1：02．6―1：15．8―1：29．5―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．3―3F41．1
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トゥインクリング �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．7．6 福島7着

2011．4．2生 牡2栗 母 ノ ビ ー 母母 シンコウノビー 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 トゥインクリング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 ガラッシアファータ号は，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〕 デモクラシー号・マキノアカボリ号・マイネルスパイアー号・エンチャンター号は，「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。
（非抽選馬） 7頭 アルスターサイクル号・ガラパゴス号・コスモリトライ号・シリウスフォンテン号・ノックアバウト号・

パルファイア号・マンボプリンス号

25074 9月22日 晴 良 （25中山4）第7日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時40分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

47 クラシックマーク 牝2栗 54 戸崎 圭太小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 428－ 41：09．5 2．9�
816 シゲルトオトウミ 牝2栗 54 石橋 脩森中 蕃氏 武市 康男 浦河 鎌田 正嗣 440－ 21：09．71� 15．8�
36 マイネパシオーネ 牝2栗 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 ビッグレッドファーム 438＋ 8 〃 クビ 8．2�
23 エタニティタイム 牝2栗 54 田辺 裕信福島 祐子氏 黒岩 陽一 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 416± 01：09．8クビ 2．8�
815 アポロデイライト 牝2栗 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 佐藤 義紀 458－ 6 〃 クビ 52．0�
24 ハナズチューリップ 牝2黒鹿54 松岡 正海M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 木戸口 昌治 460－ 21：10．01� 9．2	
714 ノスタルジック 牝2鹿 54 柴山 雄一山本 武司氏 高市 圭二 新冠 村上 雅規 472－ 21：10．21� 27．4

11 ナ リ ノ サ チ 牝2青鹿54 柴田 善臣成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 434± 01：10．3クビ 70．4�
510 カメレオンアミ 牝2鹿 54 西村 太一�和田牧場 和田 正道 新冠 武田 修一 444＋ 2 〃 ハナ 142．6
713 コスモアメシスト 牝2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 日高 天羽 禮治 446＋ 6 〃 アタマ 12．9�
48 ヨザクラオシチ 牝2栗 54 津村 明秀福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 488＋ 21：10．51� 11．7�
59 プランタンポルト 牝2黒鹿 54

52 △横山 和生岡田 牧雄氏 加藤 和宏 様似 様似共栄牧場 388＋121：10．82 192．6�
12 ラブストロベリー 牝2栗 54 的場 勇人オールラブクラブ 南田美知雄 日高 藤本 直弘 416＋ 81：11．01� 194．2�
35 タシデレック 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 442＋221：11．42� 466．2�
611 ラゴアボニータ 牝2芦 54

51 ▲長岡 禎仁 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B428－ 81：11．82� 250．6�
612 メスイドール 牝2鹿 54

51 ▲花田 大昂�ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 392－141：12．01� 284．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，307，400円 複勝： 41，891，500円 枠連： 18，421，300円
馬連： 55，058，000円 馬単： 36，705，500円 ワイド： 27，171，800円
3連複： 67，908，600円 3連単： 117，621，300円 計： 388，085，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 400円 � 280円 枠 連（4－8） 1，440円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 690円 �� 620円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 28，020円

票 数

単勝票数 計 233074 的中 � 64423（2番人気）
複勝票数 計 418915 的中 � 89719（2番人気）� 22865（7番人気）� 36734（4番人気）
枠連票数 計 184213 的中 （4－8） 9447（8番人気）
馬連票数 計 550580 的中 �� 17722（10番人気）
馬単票数 計 367055 的中 �� 8327（14番人気）
ワイド票数 計 271718 的中 �� 9897（9番人気）�� 11313（7番人気）�� 3843（21番人気）
3連複票数 計 679086 的中 ��� 9029（20番人気）
3連単票数 計1176213 的中 ��� 3098（86番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―11．7―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―45．6―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラシックマーク �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2013．8．17 新潟9着

2011．4．27生 牝2栗 母 ステキプレゼント 母母 アララットサン 3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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ギンザプレスト号・クリキントン号・メニアオバ号

第４回 中山競馬 第７日



25075 9月22日 晴 良 （25中山4）第7日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，000，000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

815 レッドエンブレム 牡3黒鹿56 内田 博幸 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 482± 01：56．3 2．9�
34 プリーズドンテル 牡3鹿 56 丸田 恭介サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 508± 01：56．51� 3．5�
713 ベストブライアン 牡3黒鹿56 村田 一誠岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 428－ 8 〃 アタマ 5．5�
59 クリノグランデ 牡3栗 56

53 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 474± 01：57．24 19．4�
23 ティーブラウニー 牝3黒鹿54 石橋 脩小林 薫氏 栗田 徹 えりも エクセルマネジメント 424－ 81：57．3� 16．2�
46 ティアップサニー 牝3黒鹿54 江田 照男田中 昇氏 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 464－101：58．04 8．2	
611 マジックアイランド 牝3鹿 54 草野 太郎有限会社シルク大竹 正博 安平 ノーザンファーム 460－ 41：58．1� 125．1

814 マテリアライズ 牝3鹿 54 大野 拓弥飯田 正剛氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 B464＋ 41：58．2クビ 11．6�
610 チモシュート 牡3鹿 56 丸山 元気渡邊 隆氏 小笠 倫弘 苫小牧 藤沢 武雄 480 ―1：58．41� 80．8�
712 レッドヘリオス 牡3栗 56

54 △杉原 誠人 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 浦河 金成吉田牧場 528＋ 41：58．5� 53．8
35 リネンスカイ 牝3鹿 54 木幡 初広戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 456± 0 〃 クビ 107．1�
58 スキップコード 牡3青 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 田中 裕之 466－ 21：59．03 72．2�
22 マネタイザー 牡3栗 56 嘉藤 貴行臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 日優牧場 448± 02：03．0大差 329．0�
47 ト キ ン 牡3栗 56 五十嵐雄祐鹽田 久義氏 浅野洋一郎 日高 西山牧場 490＋ 22：03．42� 347．0�
11 アルディート 牡3青鹿56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 浦河 冨岡牧場 462＋102：03．71� 20．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，586，000円 複勝： 36，756，300円 枠連： 15，217，500円
馬連： 53，945，300円 馬単： 34，595，200円 ワイド： 24，190，400円
3連複： 68，036，100円 3連単： 113，172，100円 計： 368，498，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 130円 � 160円 枠 連（3－8） 440円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 250円 �� 300円 �� 310円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 3，620円

票 数

単勝票数 計 225860 的中 � 62662（1番人気）
複勝票数 計 367563 的中 � 80309（2番人気）� 85697（1番人気）� 55166（3番人気）
枠連票数 計 152175 的中 （3－8） 25549（1番人気）
馬連票数 計 539453 的中 �� 74110（1番人気）
馬単票数 計 345952 的中 �� 23504（1番人気）
ワイド票数 計 241904 的中 �� 26025（1番人気）�� 20043（2番人気）�� 18891（3番人気）
3連複票数 計 680361 的中 ��� 72986（1番人気）
3連単票数 計1131721 的中 ��� 23129（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．1―50．9―1：04．1―1：17．4―1：30．1―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．12．23 中山9着

2010．2．25生 牡3黒鹿 母 キャスケードブーケ 母母 スカーレットブーケ 10戦1勝 賞金 9，950，000円
〔制裁〕 クリノグランデ号の騎手長岡禎仁は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マネタイザー号・トキン号・アルディート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

10月22日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 マイネルオルカーン号（疾病〔右肩跛行〕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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 シャドウゲーム号・マルシアーノ号・メイショウスーリヤ号・モンサンデューン号・ヤマニンモントル号

25076 9月22日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25中山4）第7日 第4競走 ��3，200�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：31．0良・良

45 オンワードシェルタ 牡7鹿 60 山本 康志中西 功氏 池江 泰寿 浦河 オンワード牧場 510－ 23：33．8 47．0�
712 エアペイシェンス 牡7栗 61 高田 潤 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 468－ 43：34．43� 1．9�
11 ボストンプラチナ 牡6青鹿60 江田 勇亮ボストンホース� 嶋田 潤 日高 浦新 徳司 454± 03：34．82� 30．4�
814 ゴールデンガッツ 牡8栗 61 中村 将之�協栄 加用 正 門別 タバタファーム 506＋ 63：35．65 11．7�
22 トウシンボルト 牡6黒鹿60 平沢 健治�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 490＋123：35．92 5．3�
57 シンボリルルド �6鹿 60

57 ▲原田 和真シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 464＋ 43：36．0� 142．5	
610 サンレイランキング 牡6鹿 60 難波 剛健永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 454＋ 23：36．21� 162．9

813 トーセンマグナム 牡4鹿 61 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 456＋103：36．3クビ 5．7�
58 アイティゴールド 牡5黒鹿60 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 490＋ 23：36．4	 197．9
33 マ サ デ パ ン 牡5黒鹿60 上野 翔加藤 信之氏 清水 美波 浦河 津島 優治 486－ 43：36．82� 118．7�
711
 ウ マ テ ッ ク 牡5黒鹿60 高野 和馬石橋 和夫氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-

take Iida 454－ 23：37．54 75．7�
46 カシマシンセイ 牡4鹿 61

58 ▲山崎 亮誠松浦 一久氏 松山 康久 浦河 大西ファーム 506± 03：37．71� 13．5�
69 
 ウォークラウン 牡7鹿 60 林 満明加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates 512± 03：38．76 22．5�
34 ワンダーエレメント 牝5鹿 58 植野 貴也山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 小柳牧場 488＋ 63：39．23 19．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，235，700円 複勝： 34，692，700円 枠連： 14，812，400円
馬連： 40，524，000円 馬単： 33，265，600円 ワイド： 20，148，000円
3連複： 59，448，800円 3連単： 114，490，400円 計： 337，617，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，700円 複 勝 � 440円 � 110円 � 560円 枠 連（4－7） 940円

馬 連 �� 3，870円 馬 単 �� 13，190円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 6，930円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 21，590円 3 連 単 ��� 223，530円

票 数

単勝票数 計 202357 的中 � 3396（9番人気）
複勝票数 計 346927 的中 � 12622（8番人気）� 160737（1番人気）� 9594（9番人気）
枠連票数 計 148124 的中 （4－7） 11702（3番人気）
馬連票数 計 405240 的中 �� 7741（13番人気）
馬単票数 計 332656 的中 �� 1862（35番人気）
ワイド票数 計 201480 的中 �� 4772（12番人気）�� 687（49番人気）�� 4649（13番人気）
3連複票数 計 594488 的中 ��� 2033（57番人気）
3連単票数 計1144904 的中 ��� 378（419番人気）
上り 1マイル 1：45．1 4F 50．9－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オンワードシェルタ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2009．5．24 東京7着

2006．5．1生 牡7鹿 母 オンワードノーブル 母母 オンワードナンシー 障害：26戦2勝 賞金 44，320，000円
〔発走状況〕 ゴールデンガッツ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ゴールデンガッツ号は，平成25年9月23日から平成25年10月14日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 シャイニーデザート号・スズカマジェスタ号・ハッピーティア号・フリーダムシチー号・ブレイクチャンス号・

リキサンヒーロー号・ローレルエルヴェル号
（非抽選馬） 3頭 セクシイスイート号・テイエムブユウデン号・モルエラン号



25077 9月22日 晴 良 （25中山4）第7日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：33．4
1：33．1

良
良

812 グリサージュ 牝2芦 54 江田 照男吉田 哲哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 480 ―1：37．2 10．6�
79 オートクレール 牝2栗 54 松岡 正海岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 420 ―1：37．3� 30．2�
55 メイショウボイス 牡2鹿 54 武 豊松本 好雄氏 小島 太 新ひだか ウエスタンファーム 488 ―1：37．93� 3．1�
811 セルバンテス 牡2黒鹿54 横山 典弘 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 442 ―1：38．0クビ 2．8�
11 ファイネストアワー 牡2栗 54 嘉藤 貴行矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 448 ― 〃 ハナ 29．2�
33 デ ュ ー イ 牡2栗 54 蛯名 正義 �天羽�治牧場 高橋 文雅 日高 天羽 禮治 468 ― 〃 クビ 10．9	
56 ヤマニンボレアル 牡2黒鹿54 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 伉助 498 ―1：38．21� 80．5

710 シンボリネルソン 牡2黒鹿54 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 438 ― 〃 ハナ 4．2�
22 テイエムデンコウ 牡2黒鹿54 丸山 元気竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤巻 則弘 480 ―1：38．52 110．1�
68 サクラサンストーン 牡2栗 54 内田 博幸さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 516 ―1：38．6クビ 21．2�
67 シゲルサガミ 牡2青鹿 54

51 ▲原田 和真森中 蕃氏 和田 雄二 新ひだか グローリーファーム 446 ―1：38．7� 100．9�
（11頭）

44 フェスティヴシー 牡2栗 54 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 440 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，664，700円 複勝： 31，882，800円 枠連： 12，502，000円
馬連： 50，140，000円 馬単： 37，338，000円 ワイド： 21，431，900円
3連複： 55，331，500円 3連単： 110，873，100円 計： 346，164，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 240円 � 480円 � 170円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 8，800円 馬 単 �� 15，310円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 710円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 9，530円 3 連 単 ��� 95，260円

票 数

単勝票数 差引計 266647（返還計 3429） 的中 � 19902（4番人気）
複勝票数 差引計 318828（返還計 7048） 的中 � 35463（4番人気）� 13978（7番人気）� 64022（2番人気）
枠連票数 差引計 125020（返還計 5813） 的中 （7－8） 23268（2番人気）
馬連票数 差引計 501400（返還計 16223） 的中 �� 4206（22番人気）
馬単票数 差引計 373380（返還計 12469） 的中 �� 1801（42番人気）
ワイド票数 差引計 214319（返還計 10601） 的中 �� 2523（22番人気）�� 7877（8番人気）�� 3295（18番人気）
3連複票数 差引計 553315（返還計 37948） 的中 ��� 4285（30番人気）
3連単票数 差引計1108731（返還計 67705） 的中 ��� 859（236番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．7―49．1―1：01．9―1：13．9―1：25．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

グリサージュ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 バブルガムフェロー 初出走

2011．5．15生 牝2芦 母 リトルブレッシング 母母 サワヤカプリンセス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 フェスティヴシー号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。
〔発走状況〕 デューイ号は，枠入り不良。

25078 9月22日 晴 良 （25中山4）第7日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時00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
1：07．8
1：07．8

良
良

44 タカミツダンサー 牡2鹿 54 三浦 皇成高橋 光雄氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 454 ―1：10．0 2．3�
711 ロ コ コ 牝2鹿 54 江田 照男�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 416 ―1：10．42� 14．2�
68 ヴェアリアスサマー 牡2栗 54 柴田 大知小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 492 ―1：10．71� 10．4�
56 ラ ン ド ロ ワ 牝2芦 54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 454 ―1：11．01� 8．5�
812 パ ル メ ッ ト 牝2鹿 54 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460 ―1：11．21� 5．6�
22 ドスコイサーファー 牡2鹿 54 戸崎 圭太�LS.M 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 432 ― 〃 アタマ 8．0	
11 ブランシェトワール 牝2芦 54 津村 明秀村山 卓也氏 鈴木 伸尋 むかわ 市川牧場 452 ―1：11．41� 35．3

45 ニシノブリエ 牝2栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 394 ―1：11．5クビ 65．7�
69 アサカバハムート 牡2鹿 54 北村 宏司�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 422 ―1：11．81� 11．4
710 メイショウサンタ 牡2鹿 54 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 434 ― 〃 アタマ 28．8�
33 スイートイレーヌ 牝2鹿 54 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 432 ―1：12．33 99．7�
813 アポロコンプリート 牡2青鹿54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 山際牧場 438 ―1：12．51� 26．5�
57 リックブライアン 牝2栗 54 石橋 脩山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 橋本牧場 410 ―1：12．71 85．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，221，300円 複勝： 41，017，000円 枠連： 15，465，300円
馬連： 54，147，300円 馬単： 38，012，600円 ワイド： 25，147，800円
3連複： 63，520，200円 3連単： 113，721，000円 計： 379，252，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 330円 � 240円 枠 連（4－7） 1，080円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 770円 �� 490円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 14，840円

票 数

単勝票数 計 282213 的中 � 100581（1番人気）
複勝票数 計 410170 的中 � 142520（1番人気）� 22882（7番人気）� 35651（4番人気）
枠連票数 計 154653 的中 （4－7） 10645（5番人気）
馬連票数 計 541473 的中 �� 24363（6番人気）
馬単票数 計 380126 的中 �� 12871（6番人気）
ワイド票数 計 251478 的中 �� 8018（7番人気）�� 13527（3番人気）�� 3806（21番人気）
3連複票数 計 635202 的中 ��� 11620（11番人気）
3連単票数 計1137210 的中 ��� 5656（36番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―11．4―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．4―45．8―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タカミツダンサー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2011．4．30生 牡2鹿 母 スズノヒロイン 母母 ビワプランサー 1戦1勝 賞金 7，000，000円



25079 9月22日 晴 良 （25中山4）第7日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時30分 （ダート・右）
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

713 ダノンアイガー 牡3芦 54 柴山 雄一�ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 494＋ 21：54．9 8．7�
34 バイタルフォルム 牡3黒鹿54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 472－14 〃 ハナ 41．4�
815 トウショウカムイ 牡5鹿 57 石橋 脩トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 506＋ 41：55．53� 11．8�
22 	 エルヘイロー 牡5黒鹿57 三浦 皇成吉田 喬氏 二ノ宮敬宇 日高 髙橋 耀代 476－14 〃 ハナ 16．9�
11 オリオンザムーン 牡3栗 54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 510＋ 4 〃 ハナ 9．4�
58 ジュルヴォアソング 牡3鹿 54 田中 勝春廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 494＋ 41：55．92� 16．1	
610	 ロ ゼ オ 牡4栗 57

54 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 白井牧場 492＋ 41：56．43 248．8

712 ファイブタブレット 牡3栗 54 戸崎 圭太 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 484＋ 21：56．5クビ 1．7�
611
 ヤンキーソヴリン �3黒鹿54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.

Brilie, L. P. 476－ 61：56．71 15．0
814 ウインラヴェリテ 牡3栗 54 丸田 恭介�ウイン 金成 貴史 浦河 大北牧場 500± 0 〃 クビ 97．0�
46 	 チェリーサターン 牡3栗 54 北村 宏司櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 北俣 牧夫 506－ 21：56．91� 9．8�
59 アイティテイオー 牡5栗 57 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 456－161：57．64 368．3�
47 	 ミツアキジュニアー �5栗 57 二本柳 壮山本 光明氏 二本柳俊一 新冠 浜口牧場 B480± 01：59．6大差 207．3�
35 ニイタカヤマ 牡3栗 54

51 ▲伴 啓太矢野喜代春氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 452－ 91：59．81� 245．8�
23 カラダドリーム 牡3鹿 54 江田 照男子安 裕樹氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

松田牧場 494＋121：59．9クビ 41．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，804，100円 複勝： 67，713，300円 枠連： 19，739，500円
馬連： 75，031，800円 馬単： 54，634，400円 ワイド： 38，212，600円
3連複： 95，129，800円 3連単： 180，055，900円 計： 563，321，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 350円 � 1，370円 � 490円 枠 連（3－7） 2，380円

馬 連 �� 15，160円 馬 単 �� 25，480円

ワ イ ド �� 3，840円 �� 1，550円 �� 5，500円

3 連 複 ��� 49，690円 3 連 単 ��� 266，830円

票 数

単勝票数 計 328041 的中 � 29898（2番人気）
複勝票数 計 677133 的中 � 56250（4番人気）� 11726（10番人気）� 37215（6番人気）
枠連票数 計 197395 的中 （3－7） 6125（8番人気）
馬連票数 計 750318 的中 �� 3653（35番人気）
馬単票数 計 546344 的中 �� 1583（64番人気）
ワイド票数 計 382126 的中 �� 2429（34番人気）�� 6220（19番人気）�� 1686（44番人気）
3連複票数 計 951298 的中 ��� 1413（99番人気）
3連単票数 計1800559 的中 ��� 498（536番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．1―49．9―1：02．4―1：15．1―1：28．1―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンアイガー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Silver Charm デビュー 2012．11．17 東京9着

2010．4．9生 牡3芦 母 シルヴァーグレイル 母母 Hello Rachel 9戦2勝 賞金 20，100，000円

25080 9月22日 晴 良 （25中山4）第7日 第8競走 ��1，800�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
1：44．9
1：44．1

良
良

58 ハ イ リ リ ー 牝4栗 55 戸崎 圭太�G1レーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム 438＋ 41：46．7 2．7�
45 ロジメジャー 牡4黒鹿57 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 488－ 41：46．8� 4．1�
610 ジーニマジック 牝3鹿 52 田中 勝春田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 468＋ 61：47．01� 7．6�
34 アンブリッジローズ 牡3鹿 54

52 △横山 和生 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：47．21� 20．3�
11 ミヤコマンハッタン 牝4鹿 55 松岡 正海吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 480－ 6 〃 クビ 6．6	
57 モスカートローザ 牝5鹿 55 北村 宏司吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 478＋ 81：47．41� 23．2

33 ソムニアシチー 牝3鹿 52 江田 照男 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 B436＋101：47．5� 18．5�
813	 キングロンシャープ 牡5栗 57 大野 拓弥小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 478－ 4 〃 ハナ 16．2�
22 コスモハヤブサ 牡3青鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 コスモヴューファーム 452＋ 81：47．6� 12．3
69 	 アポロドーロス 牡4鹿 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 480± 01：47．7� 28．5�
712	 カシノペンダント 牝4栗 55

52 ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 青森 諏訪牧場 446－ 91：47．8クビ 328．0�
711 クレバーオーロラ 牝4芦 55 丸田 恭介本間 充氏 加藤 和宏 日高 日高大洋牧場 460－ 41：48．22� 231．8�
814 ヘレナモルフォ 牝4鹿 55

53 △杉原 誠人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 賀張三浦牧場 466± 01：48．3クビ 43．0�
46 エフティシリウス 牡3青鹿54 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B442－ 21：49．15 99．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，706，900円 複勝： 58，009，800円 枠連： 21，453，100円
馬連： 89，936，500円 馬単： 54，103，200円 ワイド： 39，467，800円
3連複： 110，728，500円 3連単： 188，015，800円 計： 595，421，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 140円 � 200円 枠 連（4－5） 460円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 220円 �� 410円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 3，950円

票 数

単勝票数 計 337069 的中 � 98442（1番人気）
複勝票数 計 580098 的中 � 133447（1番人気）� 120740（2番人気）� 61017（4番人気）
枠連票数 計 214531 的中 （4－5） 34507（1番人気）
馬連票数 計 899365 的中 �� 123962（1番人気）
馬単票数 計 541032 的中 �� 42164（1番人気）
ワイド票数 計 394678 的中 �� 50915（1番人気）�� 22498（3番人気）�� 18797（5番人気）
3連複票数 計1107285 的中 ��� 63209（2番人気）
3連単票数 計1880158 的中 ��� 35208（2番人気）

ハロンタイム 12．3―12．1―11．1―11．6―11．7―11．8―11．9―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．4―35．5―47．1―58．8―1：10．6―1：22．5―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F36．1
1
3
3，14，1（5，9）－（8，10）（2，13）11（4，12）－6，7
3－14－1－5（8，9）（10，12）（4，2，13）11，7－6

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

勝馬の
紹 介

ハ イ リ リ ー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．10．16 東京1着

2009．1．30生 牝4栗 母 テイクミーハイヤー 母母 ワ デ ィ ア 10戦3勝 賞金 28，248，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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。
（非抽選馬） 2頭 ニシノレゾネ号・ファミーユ号



25081 9月22日 晴 良 （25中山4）第7日 第9競走 ��
��1，600�

そ と ぼ う

外 房 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，24．9．22以降25．9．17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 14，400，000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
1：30．7
1：30．7

良
良

11 エンドレスノット 牝4鹿 54 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 472－ 61：33．4 9．6�

23 ドラゴンライズ 牡5鹿 53 三浦 皇成窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 478± 01：33．72 78．9�
612 ヤ ヤ ラ ー ラ 牝4鹿 52 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432± 0 〃 アタマ 50．8�
59 チャーチクワイア 牝4栗 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 454－ 21：33．91 4．7�
47 コルノグランデ 牡5青鹿56 石橋 脩吉田 勝己氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 アタマ 45．9	
713 ショウナンダイチ 牡3鹿 53 柴田 善臣国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 2 〃 アタマ 20．4

611 ディープサウンド 牡5鹿 57 武 豊増田 雄一氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 474＋ 21：34．0� 9．7�
36 ジョングルール 牡4黒鹿58 戸崎 圭太吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 502－10 〃 クビ 6．4�
12 プレミアムブルー 牡4栗 57 内田 博幸 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 486± 01：34．1� 4．9
714 ツインエンジェルズ 牝5青 52 吉田 隼人吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 454＋ 6 〃 クビ 130．9�
48 アップルジャック 牡5黒鹿53 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 522＋ 21：34．2クビ 37．8�
510 ロビンフット 牡5青鹿55 勝浦 正樹桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 516± 0 〃 クビ 222．9�
815	 ストーミングスター 牡3鹿 55 横山 典弘�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460＋ 21：34．3クビ 14．9�
24 ダイワストリーム 牝3栗 52 柴田 大知大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 8 〃 クビ 4．1�
816 ブリリアントアスク 牝3鹿 50 江田 照男廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 448＋ 21：34．4クビ 61．2�
35 グランマルシェ 牡5鹿 53 長岡 禎仁 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B516－ 21：34．5� 138．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，194，000円 複勝： 80，209，400円 枠連： 30，241，000円
馬連： 144，384，600円 馬単： 77，226，400円 ワイド： 53，714，500円
3連複： 172，858，200円 3連単： 315，581，100円 計： 918，409，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 320円 � 1，850円 � 1，390円 枠 連（1－2） 610円

馬 連 �� 36，980円 馬 単 �� 63，120円

ワ イ ド �� 8，660円 �� 4，350円 �� 32，240円

3 連 複 ��� 337，490円 3 連 単 ��� 2，042，980円

票 数

単勝票数 計 441940 的中 � 36653（5番人気）
複勝票数 計 802094 的中 � 77380（5番人気）� 10486（13番人気）� 14162（11番人気）
枠連票数 計 302410 的中 （1－2） 36835（1番人気）
馬連票数 計1443846 的中 �� 2882（64番人気）
馬単票数 計 772264 的中 �� 903（119番人気）
ワイド票数 計 537145 的中 �� 1525（62番人気）�� 3066（43番人気）�� 407（103番人気）
3連複票数 計1728582 的中 ��� 378（345番人気）
3連単票数 計3155811 的中 ��� 114（2005番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．4―12．0―12．0―11．6―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．6―46．6―58．6―1：10．2―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．8

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

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

勝馬の
紹 介

エンドレスノット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2011．10．16 東京2着

2009．1．28生 牝4鹿 母 ウィキウィキ 母母 リアルナンバー 13戦4勝 賞金 53，316，000円

25082 9月22日 晴 良 （25中山4）第7日 第10競走 ��1，200�茨 城 新 聞 杯
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55�4歳以上57�，牝馬2�減
茨城新聞社賞（1着）

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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

812 タマブラックホール 牡4黒鹿57 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 510－ 81：11．4 2．3�
45 ジェイケイホーム 牡3栃栗55 江田 照男小谷野次郎氏 田中 剛 新ひだか 池田牧場 470± 01：11．61� 9．2�
710 クレバーアポロ 牡4栗 57 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 小西 一男 むかわ 上水牧場 492－ 2 〃 アタマ 64．4�
33 カリスマサンスカイ 牡5鹿 57 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B514－ 21：11．7� 5．6�
711 フォルテリコルド 牡4鹿 57 武士沢友治 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538－ 21：11．8クビ 8．2	
22 � シャイニイチカ 牝6鹿 55 伴 啓太冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 B446± 01：12．12 243．5

11 エリモフェザー 牝3栗 53 黛 弘人山本 慎一氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 412－121：12．2クビ 18．5�
68 ウインプロスパー 牡3鹿 55 三浦 皇成�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 510－101：12．41� 13．3�
57 エターナルスター 牝3栗 53 嶋田 純次下河行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 488－ 61：12．61	 6．3�
69 ロイヤルサルート 牡5栗 57 武 豊臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 492－ 61：12．7クビ 44．0�
56 リベルタドーレス 牡3栗 55 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 484－ 41：12．91	 17．3�
813� コーリンハッピー 牝5芦 55 宮崎 北斗伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 478＋ 41：13．11	 240．8�
44 ロングスローイン 牡5鹿 57 勝浦 正樹渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 500＋ 61：13．2クビ 55．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，170，500円 複勝： 72，904，000円 枠連： 29，439，700円
馬連： 154，779，800円 馬単： 85，432，300円 ワイド： 52，431，400円
3連複： 174，387，300円 3連単： 339，113，500円 計： 952，658，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 250円 � 710円 枠 連（4－8） 950円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，560円 �� 4，670円

3 連 複 ��� 10，770円 3 連 単 ��� 32，780円

票 数

単勝票数 計 441705 的中 � 154446（1番人気）
複勝票数 計 729040 的中 � 220317（1番人気）� 67107（5番人気）� 18439（9番人気）
枠連票数 計 294397 的中 （4－8） 22874（4番人気）
馬連票数 計1547798 的中 �� 110760（4番人気）
馬単票数 計 854323 的中 �� 41888（4番人気）
ワイド票数 計 524314 的中 �� 32737（4番人気）�� 7989（20番人気）�� 2576（43番人気）
3連複票数 計1743873 的中 ��� 11953（36番人気）
3連単票数 計3391135 的中 ��� 7637（112番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―12．0―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．7―45．7―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマブラックホール �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2011．12．3 中山2着

2009．5．7生 牡4黒鹿 母 タ マ マ リ ア 母母 タマビッグエックス 14戦4勝 賞金 63，470，000円

１レース目
３レース目



25083 9月22日 晴 良 （25中山4）第7日 第11競走 ��
��2，200�第59回産経賞オールカマー（ＧⅡ）

発走15時45分 （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53�4歳以上56�，牝馬
2�減，24．9．22以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，24．9．21以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

産経新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 60，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，000，000円 6，000，000円
付 加 賞 1，148，000円 328，000円 164，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

612 ヴェルデグリーン 牡5栗 56 田辺 裕信斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 472－ 42：12．0 38．0�
24 メイショウナルト �5鹿 56 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 448－ 4 〃 クビ 3．7�
59 ダノンバラード 牡5黒鹿57 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 482－ 22：12．1クビ 3．0�
12 サトノアポロ 牡5黒鹿56 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 506＋ 6 〃 アタマ 9．8�
47 アスカクリチャン 牡6鹿 56 柴田 善臣栗本 博晴氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 488－ 6 〃 クビ 20．3�
23 ハナズゴール 牝4栗 54 丸田 恭介M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 420－ 82：12．31	 23．0	
713 オーシャンブルー 牡5鹿 57 戸崎 圭太青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 426－142：12．51
 14．1

815 ダイワファルコン 牡6鹿 56 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 508± 02：12．6� 6．9�
35 ムスカテール 牡5黒鹿57 内田 博幸吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484＋ 42：12．7クビ 6．6�
11 マイネルキッツ 牡10栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B492－142：13．23 50．9
611 カ リ バ ー ン �6鹿 56 田中 勝春 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 464－ 8 〃 クビ 172．8�
48 コスモラピュタ 牡6鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 82：13．3
 149．2�
714 モンテクリスエス 牡8鹿 56 吉田 隼人毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 B554－102：13．4� 455．6�
510 イケトップガン 牡9栗 56 大野 拓弥池田 豊治氏 石毛 善彦 三石 村上牧場 486＋ 62：14．03
 264．4�
816� メイショウサミット 牡7鹿 56 松岡 正海松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 534＋ 42：14．21
 202．4�
36 ネ コ パ ン チ 牡7黒鹿56 勝浦 正樹桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 B468－102：14．94 77．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 145，164，400円 複勝： 206，459，300円 枠連： 102，656，800円 馬連： 601，767，400円 馬単： 321，103，600円
ワイド： 184，316，200円 3連複： 777，013，600円 3連単： 1，679，116，900円 5重勝： 681，016，100円 計： 4，698，614，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，800円 複 勝 � 600円 � 160円 � 140円 枠 連（2－6） 4，600円

馬 連 �� 7，060円 馬 単 �� 21，420円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 1，330円 �� 290円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ��� 64，420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����� 959，150円

票 数

単勝票数 計1451644 的中 � 30169（9番人気）
複勝票数 計2064593 的中 � 59039（9番人気）� 368524（2番人気）� 519387（1番人気）
枠連票数 計1026568 的中 （2－6） 16496（19番人気）
馬連票数 計6017674 的中 �� 62955（23番人気）
馬単票数 計3211036 的中 �� 11066（54番人気）
ワイド票数 計1843162 的中 �� 22421（23番人気）�� 31534（19番人気）�� 190043（1番人気）
3連複票数 計7770136 的中 ��� 98350（20番人気）
3連単票数 計16791169 的中 ��� 19237（193番人気）
5重勝票数 計6810161 的中 ����� 524

ハロンタイム 12．8―11．1―12．1―11．7―11．9―11．8―12．2―12．1―12．4―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．9―36．0―47．7―59．6―1：11．4―1：23．6―1：35．7―1：48．1―1：59．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェルデグリーン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2010．12．25 中山1着

2008．3．26生 牡5栗 母 レディーダービー 母母 ウメノファイバー 18戦6勝 賞金 124，608，000円

25084 9月22日 晴 良 （25中山4）第7日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時25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
1：06．7
1：06．5

良
良

11 キャストロメファ 牝3鹿 53 三浦 皇成手嶋 康雄氏 松永 康利 新冠 奥山 博 444－ 21：09．0 11．6�
48 ボンジュールココロ 牝3鹿 53 柴田 善臣田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 460＋ 21：09．21� 4．2�
713 ユキノアイオロス �5鹿 57 木幡 初広井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 476－ 21：09．3� 33．2�
510 バクシンテイオー 牡4鹿 57 戸崎 圭太林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 クビ 4．6�
12 フリーアズアバード �5鹿 57 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B464－ 2 〃 アタマ 25．5�
815 モンマックス 牡3鹿 55 岩部 純二	和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 520＋ 2 〃 ハナ 3．0

714 トミケンフィアブル 牡3栗 55 丸山 元気冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 高野牧場 470＋ 41：09．51� 15．5�
59 キャメロンロード 牝3鹿 53 柴田 大知森 保彦氏 和田 雄二 新冠 長浜牧場 450－ 2 〃 クビ 57．1�
23 アルマシャウラ 牝3鹿 53 勝浦 正樹コウトミックレーシング 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 442＋121：09．6クビ 195．4
24 レヴァンタール �4鹿 57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 450＋ 8 〃 ハナ 24．2�
611 ダイワベスパー 牝4黒鹿55 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 438－ 2 〃 ハナ 8．5�
47 ショウナンバグース 牡3黒鹿55 田中 勝春国本 哲秀氏 田中 剛 日高 滝本 健二 444－ 21：09．81� 51．5�
35 タンゴグラチア 牝4鹿 55 高倉 稜諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 448＋ 4 〃 ハナ 236．6�
36 ラインロバート 牡4青鹿 57

56 ☆嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 ハナ 43．8�
816 ロマネクイーン 牝3鹿 53 武士沢友治村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 452＋ 6 〃 ハナ 95．3�
612 ラピスブラオ 牝3芦 53 内田 博幸岡田 壮史氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 440＋161：10．01� 75．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，689，200円 複勝： 106，853，600円 枠連： 50，629，300円
馬連： 252，526，400円 馬単： 104，769，700円 ワイド： 81，115，000円
3連複： 248，713，700円 3連単： 475，408，500円 計： 1，388，705，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 370円 � 210円 � 660円 枠 連（1－4） 1，840円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 3，980円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 22，060円 3 連 単 ��� 118，500円

票 数

単勝票数 計 686892 的中 � 46875（5番人気）
複勝票数 計1068536 的中 � 74605（5番人気）� 158381（3番人気）� 37128（9番人気）
枠連票数 計 506293 的中 （1－4） 20351（9番人気）
馬連票数 計2525264 的中 �� 71593（9番人気）
馬単票数 計1047697 的中 �� 12665（22番人気）
ワイド票数 計 811150 的中 �� 19825（9番人気）�� 4895（42番人気）�� 10708（23番人気）
3連複票数 計2487137 的中 ��� 8322（69番人気）
3連単票数 計4754085 的中 ��� 2961（351番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―11．6―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．3―45．9―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャストロメファ �
�
父 トワイニング �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2012．12．8 中山8着

2010．3．17生 牝3鹿 母 ドラゴンマリーン 母母 パーフェクトポイント 9戦2勝 賞金 16，320，000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 ジャパンイモン号
（非抽選馬） 2頭 スピーディユウマ号・トモロマイスター号

５レース目



（25中山4）第7日 9月22日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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

286，340，000円
11，020，000円
2，580，000円
26，090，000円
62，606，000円
5，496，800円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
511，195，800円
821，694，900円
349，024，000円
1，633，595，400円
913，886，600円
596，170，100円
1，975，486，800円
3，874，241，500円
681，016，100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 11，356，311，200円

総入場人員 32，221名 （有料入場人員 29，245名）
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