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25001 9月12日 晴 稍重 （27中山4）第1日 第1競走 ��1，200�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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

23 キ ー ロ フ 牡2鹿 54 西田雄一郎吉川 朋宏氏 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 454＋101：11．9 11．9�
35 シ ェ ア ー ド 牡2鹿 54 木幡 初広伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 448± 01：12．32� 1．2�
11 アルセナーレ 牝2鹿 54 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 490＋ 21：12．4クビ 18．1�
714 プレミアムデス 牝2黒鹿54 柴田 大知平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 410＋ 21：13．25 61．1�
611 シゲルクロダイ 牡2鹿 54 吉田 豊森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 千葉飯田牧場 486＋ 61：13．3クビ 14．3�
59 オリエンタルイギー 牡2栗 54 長岡 禎仁棚網るみ子氏 大江原 哲 新冠 オリエント牧場 460－ 2 〃 ハナ 164．6	
24 タマモシルクハット 牡2黒鹿54 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 466＋ 21：13．4� 56．6

510 ノアシャトル 牡2栗 54 内田 博幸佐山 公男氏 天間 昭一 苫小牧 藤澤 昭勝 512＋ 81：13．5� 14．2�
47 イ ル メ リ オ 牝2鹿 54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 大島牧場 432－ 81：13．71 19．3�
713 コントロールタワー 牡2鹿 54

51 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 白井 吉美 440－14 〃 ハナ 132．6
12 エヴァンジェリン 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 458＋ 41：13．8� 62．5�
815 ヤマタケジャイアン �2芦 54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 460＋121：13．9� 81．2�
612 サプールコンゴ 牡2黒鹿54 江田 照男上野 直樹氏 菅原 泰夫 日高 シンボリ牧場 452＋ 21：14．85 110．3�
48 ミザントロープ 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 初也古賀 慎一氏 谷原 義明 新ひだか 西村 和夫 B404－ 6 〃 ハナ 417．8�
36 マ イ ラ イ ズ 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹中居 路博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 山際セントラルスタッド 418－ 21：16．18 213．1�
816 トモジャボーン 牡2青鹿54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 北光牧場 502＋101：16．52� 20．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，831，700円 複勝： 91，486，400円 枠連： 13，379，500円
馬連： 54，371，200円 馬単： 35，307，900円 ワイド： 32，833，300円
3連複： 71，010，400円 3連単： 110，786，600円 計： 438，007，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 170円 � 110円 � 230円 枠 連（2－3） 480円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，110円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 10，520円

票 数

単勝票数 計 288317 的中 � 19290（2番人気）
複勝票数 計 914864 的中 � 38822（3番人気）� 714001（1番人気）� 24127（4番人気）
枠連票数 計 133795 的中 （2－3） 21411（1番人気）
馬連票数 計 543712 的中 �� 78986（1番人気）
馬単票数 計 353079 的中 �� 14746（6番人気）
ワイド票数 計 328333 的中 �� 41854（1番人気）�� 6425（13番人気）�� 22169（3番人気）
3連複票数 計 710104 的中 ��� 37214（2番人気）
3連単票数 計1107866 的中 ��� 7632（23番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．4―12．5―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．0―46．5―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ー ロ フ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．6．20 阪神3着

2013．3．21生 牡2鹿 母 スタートラッカー 母母 サンシャインステラ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔その他〕 マイライズ号は，4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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トモジャボーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月12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 ゴールドフィルド号

25002 9月12日 晴 良 （27中山4）第1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
1：32．3

良
良

22 クラウンスカイ 牡2青鹿54 大野 拓弥�クラウン 小野 次郎 新冠 ヒカル牧場 430－ 81：35．2 79．1�
55 ラインセイラ 牝2栗 54 松岡 正海大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 クビ 17．0�
78 タンサンドール 牡2栗 54 北村 宏司 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 468＋ 4 〃 ハナ 2．6�
810 サンセットトウホク 牡2黒鹿54 C．ルメール 島川 �哉氏 加藤 征弘 新冠 秋田牧場 468－ 6 〃 アタマ 1．7�
811 ウィズエモーション 牝2鹿 54 柴山 雄一 	社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 470＋ 21：35．41� 65．0

11 マーヴェラスデー 牝2芦 54 田辺 裕信栗山 良子氏 上原 博之 平取 二風谷ファーム 438＋ 41：35．5� 14．9�
33 ツクバヒミコ 牝2鹿 54 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 452－ 41：35．71 96．9�
66 マイネルラファル 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 408± 01：35．91� 189．7
44 ギブナッシンバック 牝2栗 54 内田 博幸髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 小島牧場 448± 01：36．64 43．4�
67 ヴァイオリニスト 牝2栗 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 栗田 博憲 伊達 高橋農場 442± 01：37．13 11．2�
79 フレンドロイヤル 牝2鹿 54 津村 明秀横尾 晴人氏 武市 康男 新ひだか マークリ牧場 430－ 61：38．69 215．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 25，658，700円 複勝： 64，604，000円 枠連： 11，573，500円
馬連： 54，751，800円 馬単： 35，628，900円 ワイド： 26，152，000円
3連複： 59，653，000円 3連単： 127，778，300円 計： 405，800，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，910円 複 勝 � 2，290円 � 540円 � 120円 枠 連（2－5） 16，010円

馬 連 �� 27，570円 馬 単 �� 73，610円

ワ イ ド �� 6，160円 �� 1，540円 �� 450円

3 連 複 ��� 18，730円 3 連 単 ��� 316，170円

票 数

単勝票数 計 256587 的中 � 2592（8番人気）
複勝票数 計 646040 的中 � 4680（8番人気）� 22091（5番人気）� 231247（2番人気）
枠連票数 計 115735 的中 （2－5） 560（19番人気）
馬連票数 計 547518 的中 �� 1539（28番人気）
馬単票数 計 356289 的中 �� 363（65番人気）
ワイド票数 計 261520 的中 �� 1017（34番人気）�� 4217（15番人気）�� 16470（4番人気）
3連複票数 計 596530 的中 ��� 2388（38番人気）
3連単票数 計1277783 的中 ��� 293（313番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―35．6―47．5―59．5―1：11．4―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．7

3 10，11（6，8）－5（1，4，9，7）（2，3）
2
4

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

クラウンスカイ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ムーンバラッド デビュー 2015．6．21 東京13着

2013．4．2生 牡2青鹿 母 ア オ ゾ ラ 母母 グリーンヒルマック 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 ギブナッシンバック号の騎手勝浦正樹は，検査のため内田博幸に変更。
〔制裁〕 クラウンスカイ号の騎手大野拓弥は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・3番）

クラウンスカイ号の騎手大野拓弥は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5番）

第４回 中山競馬 第１日



25003 9月12日 晴 稍重 （27中山4）第1日 第3競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

36 カ レ リ ア 牝3栃栗 54
51 ▲井上 敏樹 H.R.H．プリンセス・ハヤ 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 21：12．3 11．6�
611 プリサイスギフト 牝3鹿 54 田辺 裕信山科 統氏 尾形 和幸 浦河 バンダム牧場 470＋ 61：12．51� 7．3�
59 サスナーアディーン 牡3鹿 56 吉田 豊ホースアディクト伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 468＋ 61：12．6� 68．6�
48 コスモフットライト 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新ひだか 桜井牧場 460＋ 81：12．7� 52．7�
35 パイロスター 牡3黒鹿56 蛯名 正義熊田 晋作氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 486－ 4 〃 クビ 1．8�
47 ルールブルー 牝3青鹿 54

51 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 41：12．8� 62．7	
23 ライクエグザイル 牝3芦 54 嘉藤 貴行阿部 幸暉氏 大和田 成 浦河 桑田フアーム B462＋101：12．9� 79．7

714 マイグレートレルム 牡3鹿 56 伊藤 工真窪田 康志氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 B464＋ 41：13．0クビ 85．0�
12 テイケイパステル 牝3鹿 54 西田雄一郎兼松 忠男氏 水野 貴広 浦河 谷川牧場 420－ 2 〃 クビ 35．4�
816 ヒルプリンセス 牝3黒鹿54 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド 494＋121：13．1クビ 24．4
510 ニシノユウキ 牝3芦 54 吉田 隼人西山 茂行氏 高木 登 新冠 川上牧場 460＋101：13．31� 19．5�
713 ネオヴァルカス 牡3栗 56 北村 宏司小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B510－101：13．51� 37．5�
612 カワキタカスタマー 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎川島 吉男氏 小桧山 悟 新ひだか 藤原牧場 510＋ 81：13．92� 577．1�
11 ステラグランデ 牡3芦 56 松岡 正海 �シルクレーシング 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 442－ 2 〃 ハナ 169．6�
815 アンティキティラ �3栗 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム B534＋10 〃 ハナ 14．0�
24 ハシルヨダッシュ 牡3鹿 56 横山 和生田中 幹雄氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 506－121：14．0� 5．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，505，000円 複勝： 38，212，500円 枠連： 17，546，400円
馬連： 60，210，100円 馬単： 33，220，300円 ワイド： 35，335，600円
3連複： 77，236，500円 3連単： 103，212，100円 計： 401，478，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 390円 � 230円 � 1，190円 枠 連（3－6） 570円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 5，430円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 5，540円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 29，250円 3 連 単 ��� 132，200円

票 数

単勝票数 計 365050 的中 � 25145（4番人気）
複勝票数 計 382125 的中 � 25398（4番人気）� 52573（2番人気）� 7088（11番人気）
枠連票数 計 175464 的中 （3－6） 23529（1番人気）
馬連票数 計 602101 的中 �� 16159（11番人気）
馬単票数 計 332203 的中 �� 4587（17番人気）
ワイド票数 計 353356 的中 �� 9257（9番人気）�� 1606（48番人気）�� 2715（34番人気）
3連複票数 計 772365 的中 ��� 1980（85番人気）
3連単票数 計1032121 的中 ��� 566（399番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．4―12．5―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．0―46．5―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ レ リ ア �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Singspiel デビュー 2014．10．26 福島3着

2012．3．11生 牝3栃栗 母 フィンランディア 母母 Truly Special 5戦1勝 賞金 5，800，000円

25004 9月12日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（27中山4）第1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

710� マックスロノ 牡6栗 60 金子 光希田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 498＋ 63：15．5 33．1�
22 � エルインペレイター �5鹿 60 浜野谷憲尚�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494＋ 83：15．92� 5．0�
56 ビッグプレゼンター 牡6鹿 60 小野寺祐太西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 486± 03：16．11	 3．2�
79 タ ピ エ ス 牡3鹿 58 難波 剛健細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 460－ 63：17．37 2．6�
67 � ラ ノ ラ ラ ク 牝5栗 58 江田 勇亮�ミルファーム 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 490＋ 83：17．93� 22．2	
811 マイケルチョウサン 牡4鹿 60 高野 和馬�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 492＋203：18．53� 28．1

68 キーアイテム 牡4鹿 60 石神 深一北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 464－ 23：18．71� 8．5�
44 マコトダッソー 牡3栗 58 上野 翔�ディアマント 水野 貴広 様似 出口 繁夫 484＋ 83：18．91	 41．0�
11 フ リ メ ー ル 牝4栗 58 大江原 圭�ミルファーム 根本 康広 えりも エクセルマネジメント 432－ 23：19．53� 79．5
33 � チャンピオンガイ 牡4黒鹿60 山本 康志坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 榊原 光子 458＋ 83：19．92� 31．3�
812 シゲルホウオウザ 牡5鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 加藤牧場 458－ 43：23．8大差 16．2�
55 ハクサンゲイン 牡3栗 58 五十嵐雄祐篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 456－ 23：25．18 85．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，352，400円 複勝： 23，511，800円 枠連： 12，469，500円
馬連： 37，303，100円 馬単： 24，376，700円 ワイド： 21，503，300円
3連複： 54，642，000円 3連単： 85，414，800円 計： 279，573，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，310円 複 勝 � 530円 � 200円 � 170円 枠 連（2－7） 820円

馬 連 �� 5，990円 馬 単 �� 15，870円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 1，960円 �� 400円

3 連 複 ��� 9，170円 3 連 単 ��� 102，180円

票 数

単勝票数 計 203524 的中 � 4910（9番人気）
複勝票数 計 235118 的中 � 8762（7番人気）� 31872（3番人気）� 44250（2番人気）
枠連票数 計 124695 的中 （2－7） 11751（3番人気）
馬連票数 計 373031 的中 �� 4825（22番人気）
馬単票数 計 243767 的中 �� 1152（53番人気）
ワイド票数 計 215033 的中 �� 3918（13番人気）�� 2639（24番人気）�� 15305（3番人気）
3連複票数 計 546420 的中 ��� 4469（32番人気）
3連単票数 計 854148 的中 ��� 606（272番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 52．6－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マックスロノ �
�
父 アルカセット �

�
母父 ヘクタープロテクター

2009．3．8生 牡6栗 母 マックスロゼ 母母 マツクスドリーマー 障害：2戦1勝 賞金 7，000，000円
初出走 JRA



25005 9月12日 晴 良 （27中山4）第1日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・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
1：59．9
1：59．9

良
良

55 レッドリュンヌ 牝2栗 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 428 ―2：05．7 5．8�
66 キャプテンロブロイ 牡2青鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 508 ―2：05．8� 3．6�
11 ヤマニンリュウセイ 牡2栗 54 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 456 ―2：05．9� 6．5�
33 ラ ペ ル ト ワ 牝2青 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 492 ― 〃 クビ 24．0�
77 ノーブルワルツ 牡2鹿 54 江田 照男島川 	哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 492 ―2：06．32� 11．1

88 サクラトップピサ 牝2鹿 54 横山 典弘櫻井 秀樹氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 450 ―2：06．51� 43．8�
22 サ ド ル オ ン 牡2黒鹿54 三浦 皇成前田 幸治氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 452 ―2：06．81� 4．0�
44 サイモンジェッター 牡2黒鹿54 田辺 裕信澤田 昭紀氏 中舘 英二 浦河 三嶋牧場 472 ―2：07．01� 4．7
89 タイキカイザー 牡2鹿 54 北村 宏司�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 500 ―2：08．27 22．7�
（9頭）

売 得 金
単勝： 25，902，500円 複勝： 33，696，300円 枠連： 9，188，300円
馬連： 46，360，300円 馬単： 26，708，700円 ワイド： 22，638，800円
3連複： 51，758，200円 3連単： 92，495，000円 計： 308，748，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 160円 � 140円 � 190円 枠 連（5－6） 940円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 330円 �� 510円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 7，910円

票 数

単勝票数 計 259025 的中 � 35237（4番人気）
複勝票数 計 336963 的中 � 57661（3番人気）� 67423（2番人気）� 38746（5番人気）
枠連票数 計 91883 的中 （5－6） 7572（1番人気）
馬連票数 計 463603 的中 �� 44260（1番人気）
馬単票数 計 267087 的中 �� 11098（3番人気）
ワイド票数 計 226388 的中 �� 18739（2番人気）�� 10911（10番人気）�� 13218（7番人気）
3連複票数 計 517582 的中 ��� 24196（4番人気）
3連単票数 計 924950 的中 ��� 8472（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．8―39．3―52．1―1：05．3―1：17．9―1：30．2―1：42．1―1：53．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドリュンヌ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Pulpit 初出走

2013．4．27生 牝2栗 母 リーチフォーザムーン 母母 Chancey Squaw 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 レッドリュンヌ号は，枠入り不良。

25006 9月12日 晴 良 （27中山4）第1日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・右・外）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

815 ハッピームーン 牡3黒鹿56 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 450＋121：34．1 19．3�
34 ルールザユニバース 牝3鹿 54 横山 典弘 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 434－ 81：34．31� 9．6�
58 デトロイトカフェ 牝3黒鹿54 内田 博幸 Him Rock Racing 斎藤 誠 浦河 小島牧場 466＋ 61：34．4� 9．3�
712 アマレッティ 牝3栗 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 8 〃 クビ 15．2�
610 テキスタイルアート 牡3青鹿56 北村 宏司吉田 照哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 ハナ 5．7�
611 ラ バ ニ ー ユ 牝3芦 54 蛯名 正義	ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 410± 01：34．72 3．5

47 パ ン デ イ ア 牝3青 54 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 422－ 81：34．91� 4．3�
35 タカラフェニックス 牝3黒鹿54 武士沢友治村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 420－ 81：35．0� 183．7�
46 モアザンソニック 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 462－ 61：35．21� 126．3
713 ボンジュールチカラ 牡3黒鹿56 丸山 元気田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 津田牧場 442± 01：35．41� 21．6�
11 スズヨローズ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太鈴木与四郎氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 468＋ 21：35．61 76．1�
23 シャイニングカフェ 牡3黒鹿56 柴田 善臣西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 508－ 21：35．7	 7．9�
814 サマーグレース 牝3栗 54 大庭 和弥ライオンレースホース	 池上 昌弘 新冠 松本 信行 454－ 41：35．91� 282．2�
22 ヴェールデローザ 牝3鹿 54 柴山 雄一原 
子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 422－ 21：36．0クビ 34．6�
59 スリーコンサート 牝3鹿 54 木幡 初広永井商事	 田中 剛 安平 ノーザンファーム 430± 01：36．42� 315．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，560，500円 複勝： 46，000，200円 枠連： 19，801，900円
馬連： 65，372，900円 馬単： 33，299，300円 ワイド： 35，745，600円
3連複： 82，361，600円 3連単： 110，938，100円 計： 423，080，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 520円 � 390円 � 310円 枠 連（3－8） 8，990円

馬 連 �� 9，830円 馬 単 �� 22，820円

ワ イ ド �� 2，970円 �� 1，640円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 23，450円 3 連 単 ��� 194，270円

票 数

単勝票数 計 295605 的中 � 12237（8番人気）
複勝票数 計 460002 的中 � 21726（7番人気）� 31220（6番人気）� 42023（4番人気）
枠連票数 計 198019 的中 （3－8） 1706（23番人気）
馬連票数 計 653729 的中 �� 5153（35番人気）
馬単票数 計 332993 的中 �� 1094（72番人気）
ワイド票数 計 357456 的中 �� 3058（37番人気）�� 5640（21番人気）�� 6310（18番人気）
3連複票数 計 823616 的中 ��� 2634（83番人気）
3連単票数 計1109381 的中 ��� 414（561番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．7―11．9―11．9―11．6―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．2―47．1―59．0―1：10．6―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ハッピームーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2014．9．28 新潟6着

2012．3．2生 牡3黒鹿 母 オンワードミシェル 母母 オンワードウッド 10戦1勝 賞金 9，590，000円



25007 9月12日 晴 稍重 （27中山4）第1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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815 ロードシャリオ 牡3鹿 54 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 470＋ 61：52．9 4．9�
24 マイネルネッツ 牡3鹿 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 476± 01：53．32� 50．9�
611 ゴールドリーガル 牡4鹿 57 戸崎 圭太居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 472＋ 6 〃 クビ 4．0�
23 エリオットベイ 牡3栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 516± 0 〃 アタマ 4．0�
36 ポルトボナール 牡3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 482－10 〃 ハナ 15．2	
713� アンリキャトル 牡4黒鹿57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 466＋ 21：53．51� 22．0

714� デモクラシー 牡4鹿 57 江田 照男藤田 在子氏 松山 将樹 日高 天羽 禮治 478＋141：53．6クビ 165．1�
510 パイロキネシスト 牡3黒鹿54 内田 博幸平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 472＋ 21：53．91	 3．6�
48 ベストエビデンス 牝3栗 52 吉田 隼人大塚 亮一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 420＋ 61：54．0� 91．8
35 ギ ン パ リ 牡3青鹿54 武士沢友治新井原 博氏 小桧山 悟 新冠 守矢牧場 490± 0 〃 クビ 18．3�
59 ベストヴィジョン 牡4黒鹿 57

54 ▲伴 啓太吉橋 計氏 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 B466－ 21：54．74 165．0�
11 クラウンリバティー 牡3鹿 54 西田雄一郎矢野 恭裕氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 490＋121：55．23 177．3�
612� サムソンズライト 
4鹿 57 吉田 豊杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 474± 01：55．3クビ 65．9�
816 アサクサリーダー 
3黒鹿 54

52 △石川裕紀人田原 慶子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 462－ 81：55．4	 23．3�
47 � ファイアキング 牡5鹿 57

54 ▲井上 敏樹栗本 博晴氏 大江原 哲 浦河 恵比寿牧場 B458＋ 61：56．35 328．0�
12 ネ ミ ッ サ 牝3青鹿52 木幡 初広岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 406± 01：58．5大差 265．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，365，600円 複勝： 39，627，900円 枠連： 20，152，100円
馬連： 73，968，400円 馬単： 35，933，200円 ワイド： 36，761，800円
3連複： 87，252，600円 3連単： 127，070，700円 計： 452，132，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 810円 � 170円 枠 連（2－8） 1，230円

馬 連 �� 9，990円 馬 単 �� 15，340円

ワ イ ド �� 3，530円 �� 480円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 14，150円 3 連 単 ��� 76，830円

票 数

単勝票数 計 313656 的中 � 51114（4番人気）
複勝票数 計 396279 的中 � 55112（4番人気）� 9355（10番人気）� 73000（3番人気）
枠連票数 計 201521 的中 （2－8） 12599（6番人気）
馬連票数 計 739684 的中 �� 5735（24番人気）
馬単票数 計 359332 的中 �� 1756（45番人気）
ワイド票数 計 367618 的中 �� 2543（33番人気）�� 21753（4番人気）�� 3366（26番人気）
3連複票数 計 872526 的中 ��� 4622（41番人気）
3連単票数 計1270707 的中 ��� 1199（225番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．8―49．8―1：02．5―1：14．7―1：27．3―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．2
1
3
12，15（2，16）4，10，3，11（1，9，13）6（8，14）5－7
15（12，16，10）（4，3，11）13－9（1，14）6（8，5）－2，7

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

勝馬の
紹 介

ロードシャリオ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2014．8．2 札幌5着

2012．3．17生 牡3鹿 母 レディカーニバル 母母 ヴァージニー 7戦2勝 賞金 14，300，000円
〔騎手変更〕 ベストエビデンス号の騎手勝浦正樹は，負傷のため吉田隼人に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネミッサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月12日まで平地競走に

出走できない。

25008 9月12日 晴 稍重 （27中山4）第1日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

611 マ レ ー ナ 牝4黒鹿55 北村 宏司山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：11．2 4．3�
12 サニーデイズ 牡4黒鹿 57

55 △石川裕紀人星野 祐介氏 相沢 郁 日高 前野牧場 492＋101：11．52 5．6�
713 リンガスヴィグラス 牝3鹿 53 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 460± 0 〃 アタマ 5．9�
815 ソルプレーサ 牡3黒鹿55 嘉藤 貴行西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 506± 01：11．71� 12．9�
35 カシノスティーヴ 牡4栗 57 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 506－ 21：11．8クビ 15．8�
47 サクラエルカミーノ 牡4鹿 57 戸崎 圭太�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 476－ 61：11．9� 5．8	
59 トウショウカウント 牡3栗 55 内田 博幸トウショウ産業� 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 482－ 81：12．0� 6．5

48 コーリンバロック �3栗 55 松岡 正海伊藤 恵子氏 小野 次郎 平取 中川 隆 454－ 41：12．21	 84．6�
612 ジャイアントアイ 牡3栗 55 田中 勝春島田 久氏 松山 将樹 浦河 村中牧場 488＋ 2 〃 ハナ 171．3�
36 ヒメスズラン 牝4栗 55 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 504＋ 6 〃 ハナ 62．7
24 アルテミシア 牝5鹿 55 横山 和生岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 小河 豊水 B492＋ 41：12．3� 349．3�
714 スイフトフォンテン 牡4鹿 57 吉田 豊吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 450＋ 21：12．72� 124．9�
11 デルマアラレチャン 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 474－ 41：12．91	 229．6�
23 ニシノラピート 牝4栗 55 江田 照男西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 470＋ 81：13．11� 169．0�
510 シゲルハダカマツリ 牡3鹿 55 蛯名 正義森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 B530－ 21：13．2� 10．3�
816 オ ベ リ ス ク 牡4鹿 57 村田 一誠前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B526－ 61：13．51� 17．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，394，900円 複勝： 48，816，600円 枠連： 21，275，400円
馬連： 88，172，600円 馬単： 40，505，000円 ワイド： 42，291，600円
3連複： 111，235，600円 3連単： 140，789，400円 計： 523，481，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 160円 � 170円 枠 連（1－6） 1，480円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 540円 �� 690円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 12，910円

票 数

単勝票数 計 303949 的中 � 55962（1番人気）
複勝票数 計 488166 的中 � 69337（4番人気）� 80722（1番人気）� 73181（2番人気）
枠連票数 計 212754 的中 （1－6） 11075（6番人気）
馬連票数 計 881726 的中 �� 47250（2番人気）
馬単票数 計 405050 的中 �� 11729（1番人気）
ワイド票数 計 422916 的中 �� 20413（3番人気）�� 15596（8番人気）�� 14415（10番人気）
3連複票数 計1112356 的中 ��� 27828（9番人気）
3連単票数 計1407894 的中 ��� 7904（13番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―11．9―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．9―45．8―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ レ ー ナ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．3 東京3着

2011．2．10生 牝4黒鹿 母 ウィストラム 母母 リュドゥパーム 10戦3勝 賞金 24，850，000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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マコトカンパネッロ号
（非抽選馬） 4頭 オーロラッシュ号・クールアンジュ号・ビービーボイジャー号・レガリアシチー号



25009 9月12日 晴 良 （27中山4）第1日 第9競走 ��
��1，600�ア ス タ ー 賞

発走14時35分 （芝・右・外）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

22 メジャーエンブレム 牝2栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 496＋121：36．5 1．2�
33 マテラアリオン 牡2黒鹿54 戸崎 圭太大野 照旺氏 森 秀行 浦河 高松牧場 450＋ 21：36．92� 4．4�
66 シ ト ロ ン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 432－ 41：37．0� 13．5�
11 カ ネ ノ イ ロ 牡2鹿 54 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 438± 01：37．1� 16．4�
88 マカーオーン 牡2鹿 54 横山 典弘ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 浦河 	川 啓一 466－ 21：37．41� 18．6�
44 ジェネレーション 牡2黒鹿54 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 千歳 社台ファーム 396－ 61：37．72 173．4	
55 フェアリーランド 牝2栗 54 西田雄一郎�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 434± 01：38．01� 79．5

77 ル キ ナ 牝2鹿 54 吉田 豊島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 458－ 2 〃 クビ 33．1�
89 
 ハタノキセキ 牡2鹿 54 内田 博幸 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 474－ 41：38．42 49．6
（9頭）

売 得 金
単勝： 38，485，600円 複勝： 101，940，500円 枠連： 14，224，400円
馬連： 71，543，700円 馬単： 63，887，400円 ワイド： 33，534，900円
3連複： 79，405，900円 3連単： 265，779，500円 計： 668，801，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 100円 � 140円 枠 連（2－3） 190円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 230円

ワ イ ド �� 120円 �� 200円 �� 320円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 790円

票 数

単勝票数 計 384856 的中 � 237020（1番人気）
複勝票数 計1019405 的中 � 812252（1番人気）� 85423（2番人気）� 34870（3番人気）
枠連票数 計 142244 的中 （2－3） 57667（1番人気）
馬連票数 計 715437 的中 �� 281779（1番人気）
馬単票数 計 638874 的中 �� 201217（1番人気）
ワイド票数 計 335349 的中 �� 95704（1番人気）�� 36560（2番人気）�� 18891（5番人気）
3連複票数 計 794059 的中 ��� 146465（1番人気）
3連単票数 計2657795 的中 ��� 243273（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―37．7―50．1―1：01．9―1：13．9―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

メジャーエンブレム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 オペラハウス デビュー 2015．6．14 東京1着

2013．3．26生 牝2栗 母 キャッチータイトル 母母 タ イ ト ル ド 2戦2勝 賞金 17，196，000円
〔騎手変更〕 マカーオーン号の騎手勝浦正樹は，負傷のため横山典弘に変更。
〔発走状況〕 ジェネレーション号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

ルキナ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

25010 9月12日 晴 稍重 （27中山4）第1日 第10競走 ��
��1，800�

のこぎりやま

鋸 山 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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

813 センチュリオン 牡3黒鹿54 C．ルメール 窪田 康志氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 512－ 41：52．1 3．7�

812 ゴーイングベル 牡5芦 57 木幡 初広田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 516－ 61：52．2� 11．1�
33 リ ッ カ ル ド 	4芦 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 490± 01：52．52 2．5�
68 ダイワバロニス 牝4青鹿55 蛯名 正義大城 敬三氏 田中 清隆 安平 ノーザンファーム 480－ 61：52．6� 21．3�
44 モルダバイト 	5芦 57 吉田 隼人岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 B522± 01：52．81
 20．3�
57 ニシノゲンキマル 牡4栗 57 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 502＋ 61：53．01
 151．2�
69 ノッキングオン 牡5鹿 57 丸山 元気松尾 正氏 高柳 瑞樹 新ひだか グランド牧場 438－ 4 〃 アタマ 156．1	
22 マイネルマルシェ 牡8黒鹿57 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 452－ 6 〃 ハナ 253．5�
710 メジャーステップ 牡4栗 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 496－ 21：53．1� 13．2
45 アールプロセス 牡4鹿 57 田中 勝春池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 500－ 21：53．31
 7．5�
56 ワイドリーザワン 牡3黒鹿54 北村 宏司坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 21：53．4� 6．8�
711 プリンセスカママル 牝5鹿 55 内田 博幸 P.G．ファッジ氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B450－ 21：54．03� 49．4�
11 ヴィルトグラーフ 	5鹿 57 江田 照男 �シルクレーシング 牧 光二 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B532± 01：55．17 90．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 45，040，600円 複勝： 65，646，000円 枠連： 30，155，900円
馬連： 138，888，100円 馬単： 61，367，300円 ワイド： 54，290，300円
3連複： 161，203，100円 3連単： 250，414，800円 計： 807，006，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 220円 � 120円 枠 連（8－8） 2，090円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 700円 �� 280円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 9，800円

票 数

単勝票数 計 450406 的中 � 97272（2番人気）
複勝票数 計 656460 的中 � 109458（2番人気）� 57383（5番人気）� 185161（1番人気）
枠連票数 計 301559 的中 （8－8） 11181（10番人気）
馬連票数 計1388881 的中 �� 51018（8番人気）
馬単票数 計 613673 的中 �� 14597（12番人気）
ワイド票数 計 542903 的中 �� 18068（8番人気）�� 54181（1番人気）�� 33780（5番人気）
3連複票数 計1612031 的中 ��� 75509（3番人気）
3連単票数 計2504148 的中 ��� 18514（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―37．1―50．1―1：02．5―1：15．0―1：27．5―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

センチュリオン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．3．14 中山1着

2012．1．31生 牡3黒鹿 母 ハンドレッドスコア 母母 サンデーエイコーン 5戦3勝 賞金 28，522，000円



25011 9月12日 晴 良 （27中山4）第1日 第11競走 ��
��2，000�

し お ん

紫苑ステークス
発走15時45分 （秋華賞トライアル） （芝・右）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

510 クインズミラーグロ 牝3黒鹿54 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 434＋ 22：00．2 12．7�
713 ホワイトエレガンス 牝3芦 54 丸田 恭介嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 468－102：00．3� 8．8�
36 エバーシャルマン 牝3黒鹿54 田辺 裕信宇田 豊氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 456＋ 82：00．4� 9．8�
817 ウインマハロ 牝3鹿 54 柴田 大知�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 420＋ 2 〃 ハナ 130．8�
611 トーセンナチュラル 牝3黒鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 418－10 〃 クビ 63．6	
24 プリメラアスール 牝3黒鹿54 丸山 元気青木 照吉氏 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 472－102：00．5クビ 59．4

12 アースライズ 牝3青鹿54 川須 栄彦吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 444＋ 82：00．6� 6．4�
48 レトロクラシック 牝3黒鹿54 松岡 正海広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 484＋16 〃 クビ 16．2�
714 ゴールデンハープ 牝3栗 54 C．ルメール 窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 2 〃 ハナ 5．8
59 アイノカケハシ 牝3鹿 54 津村 明秀國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 424－ 4 〃 ハナ 95．3�
612 テンダリーヴォイス 牝3鹿 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 428＋202：00．7� 5．1�
816 トラストルシファー 牝3鹿 54 内田 博幸菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 456－ 22：00．8� 108．6�
818 ゴージャスガール 牝3黒鹿54 蛯名 正義飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 430－ 42：00．9� 118．7�
23 スマイルミーティア 牝3黒鹿54 北村 宏司保坂 和孝氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 432－ 82：01．11	 9．9�
11 ノットフォーマル 牝3黒鹿54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 458＋ 82：02．16 8．6�
47 モアニレフア 牝3青鹿54 木幡 初也北村 栄治氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 420＋ 22：02．31� 297．5�
715 カ ン デ ラ 牝3黒鹿54 大野 拓弥ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B474－ 22：03．78 38．2�
35 リアンドジュエリー 牝3芦 54 柴山 雄一大塚 亮一氏 奥村 武 日高 オリオンファーム 462＋142：05．29 16．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 86，894，000円 複勝： 140，062，500円 枠連： 93，865，300円
馬連： 342，616，300円 馬単： 135，987，100円 ワイド： 138，596，100円
3連複： 468，487，300円 3連単： 638，608，500円 計： 2，045，117，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 360円 � 280円 � 290円 枠 連（5－7） 1，700円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 8，440円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 1，700円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 15，970円 3 連 単 ��� 84，840円

票 数

単勝票数 計 868940 的中 � 54674（8番人気）
複勝票数 計1400625 的中 � 97968（8番人気）� 138005（4番人気）� 126625（5番人気）
枠連票数 計 938653 的中 （5－7） 42629（6番人気）
馬連票数 計3426163 的中 �� 67875（18番人気）
馬単票数 計1359871 的中 �� 12079（45番人気）
ワイド票数 計1385961 的中 �� 22884（22番人気）�� 20966（25番人気）�� 18294（31番人気）
3連複票数 計4684873 的中 ��� 21990（72番人気）
3連単票数 計6386085 的中 ��� 5457（367番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．0―35．3―47．8―1：00．6―1：12．9―1：25．1―1：36．8―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．1
1
3

15－1，2（8，4，13）（16，12，17）（6，10，11）（9，7，18）14－3－5・（15，1，2）13（8，4，12）（16，17）（10，11）（6，18，14）9（7，5）3
2
4

15－（1，2）（8，4，13）（16，12，17）（10，11）6，18（9，7）14，3，5・（15，1，2，13）（8，4，12）（16，10，11，17）（6，14）（9，18）5，3，7
勝馬の
紹 介

クインズミラーグロ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 In Excess デビュー 2014．8．3 新潟2着

2012．3．25生 牝3黒鹿 母 ジャストトゥートゥー 母母 Marsh Grass 10戦3勝 賞金 46，522，000円
〔制裁〕 ノットフォーマル号の騎手黛弘人は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：4番・12番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりクインズミラーグロ号・ホワイトエレガンス号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

25012 9月12日 晴 良 （27中山4）第1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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

611� ハ ナ フ ブ キ 牝4黒鹿55 蛯名 正義幅田 昌伸氏 武井 亮 浦河 有限会社
吉田ファーム 422± 01：08．9 5．9�

48 � サダムリスペクト 牡3鹿 55 吉田 隼人大西美生子氏 本間 忍 新ひだか 神垣 道弘 456± 0 〃 クビ 21．5�
510 タ タ ラ 牡3栗 55

53 △石川裕紀人 �スピードファーム和田正一郎 新冠 アサヒ牧場 412＋ 41：09．0クビ 94．2�
11 シゲルカゼノボン 牝3黒鹿53 松岡 正海森中 蕃氏 小野 次郎 浦河 馬道 繁樹 B496－ 21：09．21	 7．3�
815 アースプレイ 牝4青鹿55 丸田 恭介松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 436－ 6 〃 ハナ 32．4�
47 ゴールドシャンティ 牝3黒鹿53 村田 一誠大久保和夫氏 和田 雄二 新ひだか 静内酒井牧場 420＋ 4 〃 クビ 3．0	
612 ナリノネーヴェ 牝3芦 53

50 ▲井上 敏樹成塚 清志氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 406－ 21：09．3
 65．0

816 クリノイザナミ 牝4青 55 的場 勇人栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 434＋ 4 〃 クビ 165．9�
23 ショウナンダイチ 牡5鹿 57 吉田 豊国本 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 470± 01：09．4
 61．0�
35 サンタレジーナ 牝4栗 55 柴田 大知吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム B490－ 41：09．61	 95．0
36 アラマサクロフネ 牝4鹿 55 大野 拓弥�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 504－ 4 〃 ハナ 18．2�
713 レッドブラッサム 牝3黒鹿53 田中 勝春 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 438＋ 41：09．7
 14．1�
59 ラ ト ゥ ー ル 牝3鹿 53 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 418－ 2 〃 ハナ 47．7�
12 ココロノママニ 牝3黒鹿53 武士沢友治�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 泊 寿幸 436＋ 41：09．8
 78．7�
24 テセラレフィナード 牝3鹿 53 北村 宏司木村 直樹氏 天間 昭一 新冠 大狩部牧場 464－ 21：10．01	 3．5�
714 ドリームマークス 牡5鹿 57 田辺 裕信ライオンレースホース� 池上 昌弘 新冠 長沼 幸一 458± 01：10．32 21．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，978，000円 複勝： 71，655，500円 枠連： 37，295，000円
馬連： 172，586，000円 馬単： 67，680，500円 ワイド： 69，249，600円
3連複： 185，768，800円 3連単： 285，666，600円 計： 944，880，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 230円 � 530円 � 1，790円 枠 連（4－6） 700円

馬 連 �� 7，140円 馬 単 �� 10，290円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 8，420円 �� 16，350円

3 連 複 ��� 161，070円 3 連 単 ��� 595，130円

票 数

単勝票数 計 549780 的中 � 73312（3番人気）
複勝票数 計 716555 的中 � 100950（3番人気）� 33822（7番人気）� 8913（14番人気）
枠連票数 計 372950 的中 （4－6） 41209（2番人気）
馬連票数 計1725860 的中 �� 19915（21番人気）
馬単票数 計 676805 的中 �� 4930（34番人気）
ワイド票数 計 692496 的中 �� 8700（20番人気）�� 2106（69番人気）�� 1080（95番人気）
3連複票数 計1857688 的中 ��� 865（265番人気）
3連単票数 計2856666 的中 ��� 348（1112番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．3―11．6―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―34．0―45．6―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハ ナ フ ブ キ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Favorite Trick

2011．3．30生 牝4黒鹿 母 ハンナフレグランス 母母 Eliza Donner 9戦1勝 賞金 12，750，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ショウナンダイチ号の騎手勝浦正樹は，負傷のため吉田豊に変更。
※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 シャドウリーフ号・セラフィーナ号



（27中山4）第1日 9月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 167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

187，650，000円
8，700，000円
1，300，000円
16，560，000円
59，897，500円
5，040，400円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
453，969，500円
765，260，200円
300，927，200円
1，206，144，500円
593，902，300円
548，932，900円
1，490，015，000円
2，338，954，400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 7，698，106，000円

総入場人員 19，352名 （有料入場人員 16，014名）
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