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25025 9月19日 晴 不良 （27中山4）第3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）

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
1：10．2
1：10．2

不良
不良

11 ニシノグリーディ 牝2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 坂 牧場 432＋ 61：12．1 6．4�
48 ブランシェクール 牝2芦 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 494－ 61：12．2� 6．7�
36 ラッキーガナドール 牝2青鹿54 三浦 皇成上羽 浩平氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 476－ 81：12．3� 4．0�
713 エクラパール 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 434－ 61：12．4� 3．7�

612 ソ ナ ー タ 牝2鹿 54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 440＋121：12．71� 8．9	
816 ス イ シ ン 牝2黒鹿54 北村 宏司重松 國建氏 加藤 和宏 新ひだか 静内フジカワ牧場 434± 01：12．8クビ 15．6

24 アンフレシェ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 小島牧場 454± 01：13．11� 15．0�
611 トキメキアイナ 牝2鹿 54 大野 拓弥片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 日高 庄野牧場 446－ 81：13．2� 59．5�
47 ロトクレドール 牝2栗 54 黛 弘人國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 462＋ 61：13．41� 87．8
12 ウインプリマ 牝2栗 54 柴田 大知�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 432－ 81：13．5クビ 32．0�
510 ネクストヒロイン 牝2鹿 54 横山 典弘 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 416－12 〃 ハナ 12．8�
35 ヤマノスプリンター 牝2栗 54 松岡 正海澤村 敏雄氏 伊藤 伸一 新冠 パカパカ

ファーム 448－101：13．71� 99．9�
23 サ ノ ル ア 牝2黒鹿54 嶋田 純次ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 434－121：13．8� 205．3�
714 プリンセスミエル 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 初也古賀 慎一氏 武井 亮 新ひだか 斉藤スタッド 444－161：14．22� 40．2�
59 エメラルドアイ 牝2栗 54 吉田 豊竹原 孝昭氏 石毛 善彦 日高 大西ステイブル 424－ 41：14．52 130．2�
815 シュノンソー 牝2鹿 54 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 新ひだか 萩澤 俊雄 464＋ 61：15．13� 208．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，215，400円 複勝： 33，648，400円 枠連： 14，090，900円
馬連： 52，594，900円 馬単： 29，721，600円 ワイド： 29，638，400円
3連複： 71，560，600円 3連単： 90，044，900円 計： 348，515，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 230円 � 230円 � 170円 枠 連（1－4） 2，300円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 5，820円

ワ イ ド �� 820円 �� 530円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 29，140円

票 数

単勝票数 計 272154 的中 � 33659（3番人気）
複勝票数 計 336484 的中 � 36666（3番人気）� 35071（4番人気）� 58403（2番人気）
枠連票数 計 140909 的中 （1－4） 4745（11番人気）
馬連票数 計 525949 的中 �� 13609（12番人気）
馬単票数 計 297216 的中 �� 3824（23番人気）
ワイド票数 計 296384 的中 �� 8915（10番人気）�� 14641（3番人気）�� 14085（5番人気）
3連複票数 計 715606 的中 ��� 14458（9番人気）
3連単票数 計 900449 的中 ��� 2240（85番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．6―12．5―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―34．3―46．8―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノグリーディ �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 フレンチグローリー デビュー 2015．8．2 新潟17着

2013．5．18生 牝2鹿 母 グロリアスドータ 母母 インパチエンス 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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 フェアリーランド号

25026 9月19日 晴 不良 （27中山4）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時40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

11 ミッテルレギ 牡2芦 54
51 ▲井上 敏樹 �スピードファーム和田 正道 新冠 八木 常郎 470＋ 61：54．7 6．3�

33 コパノビジン 牝2鹿 54
52 △石川裕紀人小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 454± 01：55．01� 2．9�

813 サ ラ セ ニ ア 牡2芦 54 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 458－ 6 〃 アタマ 14．0�
69 サムライダマシー 牡2鹿 54 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 452＋ 61：55．42� 139．9�
711 ノーブルポセイドン 牡2栗 54 横山 典弘吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 青森 マルシチ牧場 496＋ 81：55．5� 5．9�
58 コスモコレクション 牡2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 浦河 岡本 昌市 450－ 21：56．56 13．8	
712 イエスアイゲット 牝2黒鹿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 436－121：56．92� 194．7�
22 ビクターウィナー 牡2青鹿54 嘉藤 貴行永田さなえ氏 土田 稔 日高 古川 雅且 460± 0 〃 アタマ 92．7�
46 タイセイブラスト 牡2鹿 54 内田 博幸田中 成奉氏 菊川 正達 日高 日西牧場 494－ 4 〃 ハナ 6．4
57 スカーレットギャル 牝2栗 54 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 416＋ 61：57．22 71．7�
45 ウイングラウベン 牡2青 54 黛 弘人�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 462± 01：57．3クビ 37．0�
34 ハニークロウ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗西森 鶴氏 中川 公成 浦河 杵臼斉藤牧場 466－ 41：57．72� 14．3�
814 キョウエイレグナム 牡2鹿 54 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 平取 高橋 啓 462＋ 61：59．310 33．5�
610 アポロスウィフト 牝2黒鹿54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 426－ 21：59．93� 8．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，108，700円 複勝： 37，666，800円 枠連： 12，116，900円
馬連： 51，451，700円 馬単： 28，958，900円 ワイド： 27，503，300円
3連複： 63，070，200円 3連単： 90，089，100円 計： 331，965，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 200円 � 110円 � 310円 枠 連（1－3） 1，000円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，290円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 20，660円

票 数

単勝票数 計 211087 的中 � 26678（3番人気）
複勝票数 計 376668 的中 � 40254（3番人気）� 134191（1番人気）� 20734（7番人気）
枠連票数 計 121169 的中 （1－3） 9339（4番人気）
馬連票数 計 514517 的中 �� 35872（4番人気）
馬単票数 計 289589 的中 �� 9267（7番人気）
ワイド票数 計 275033 的中 �� 19965（2番人気）�� 5081（17番人気）�� 10342（5番人気）
3連複票数 計 630702 的中 ��� 13835（9番人気）
3連単票数 計 900891 的中 ��� 3160（57番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．9―49．7―1：01．9―1：14．7―1：27．8―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．0
1
3
1（3，8）（4，11，6）10，14（2，13，12）－5，9－7・（1，3）（8，6）（4，11，10）（2，13）－（9，14）12（5，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッテルレギ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Our Emblem デビュー 2015．6．14 東京12着

2013．2．14生 牡2芦 母 イットオールアッズアップ 母母 Math 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アポロスウィフト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月19日まで平地

競走に出走できない。

第４回 中山競馬 第３日



25027 9月19日 晴 稍重 （27中山4）第3日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時10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

814 ハレルヤボーイ 牡2栗 54 吉田 豊島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 444＋ 61：34．4 4．5�

58 アートラヴァー 牝2栗 54 蛯名 正義 P.S．スライ氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：35．35 3．6�
69 マ ッ ク ー ル 牡2鹿 54 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 478－ 41：35．72� 7．0�
711 スリーミュージアム 牡2鹿 54 大野 拓弥永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 410± 01：35．8� 45．0�
22 ピ キ ー ヨ 牡2黒鹿54 柴田 大知門野 重雄氏 和田 雄二 新冠 奥山 博 498＋121：35．9� 17．1	
610 キーウエスト 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 458＋ 21：36．0� 3．3

46 カリスマフォンテン 牝2鹿 54 田辺 裕信吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 466＋ 41：36．1� 7．6�
45 ツクバオーキッド 牝2鹿 54 津村 明秀細谷 武史氏 蛯名 利弘 浦河 まるとみ冨岡牧場 442－ 41：36．2クビ 121．4�
11 ユ ッ セ 牝2栗 54 江田 照男ミルファーム 奥平 雅士 浦河 有限会社

松田牧場 472－ 4 〃 ハナ 19．5�
33 ジュンハングリー 牝2青鹿 54

51 ▲木幡 初也河合 純二氏 勢司 和浩 新ひだか 石川 新一 400－ 4 〃 アタマ 245．9�
712 ナッツスター 牡2鹿 54 西田雄一郎早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド B454－ 21：36．41	 113．5�
34 ワイルドハーブ 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人 スピードファーム武藤 善則 浦河 鵜木 唯義 448－ 21：36．5� 146．2�
57 カンタベリーマイン 牡2鹿 54 杉原 誠人峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 440＋ 81：36．71� 267．4�
813 レパーズタウン 牝2鹿 54 丹内 祐次岡田 壮史氏 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 452－ 21：37．23 38．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，682，800円 複勝： 34，504，700円 枠連： 14，879，800円
馬連： 56，755，500円 馬単： 30，294，300円 ワイド： 29，259，300円
3連複： 73，101，800円 3連単： 105，067，900円 計： 370，546，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 150円 � 190円 枠 連（5－8） 730円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 390円 �� 530円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 10，830円

票 数

単勝票数 計 266828 的中 � 47206（3番人気）
複勝票数 計 345047 的中 � 63272（3番人気）� 64122（2番人気）� 40937（5番人気）
枠連票数 計 148798 的中 （5－8） 15624（3番人気）
馬連票数 計 567555 的中 �� 47736（3番人気）
馬単票数 計 302943 的中 �� 12385（5番人気）
ワイド票数 計 292593 的中 �� 20160（3番人気）�� 13740（6番人気）�� 13041（8番人気）
3連複票数 計 731018 的中 ��� 25080（7番人気）
3連単票数 計1050679 的中 ��� 7032（26番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．5―11．7―12．1―12．1―12．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．8―46．5―58．6―1：10．7―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

ハレルヤボーイ �
�
父 トーセンファントム �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2015．6．14 東京3着

2013．2．4生 牡2栗 母 トーセンミネルバ 母母 グレースマリヤ 3戦1勝 賞金 7，300，000円
〔制裁〕 カンタベリーマイン号の騎手杉原誠人は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・13番・6

番）

25028 9月19日 晴 重 （27中山4）第3日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時40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

46 ムラングシャンティ 牝3芦 54 吉田 豊三宅 勝俊氏 松元 茂樹 新ひだか 岡田牧場 472－121：11．2 4．8�
712 グレイスフルアート 牝3栗 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B464－ 2 〃 アタマ 4．4�
47 エターナルスカイ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－ 41：11．3� 7．9�
814 ブレイブトーラス 牡3芦 56

53 ▲木幡 初也石山 嘉七氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム B476± 01：11．72� 6．4�
11 アキトプラズマ 牡3栗 56 北村 宏司岡田 昭利氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 496－101：11．8� 44．7�
34 ミュゼメルノワール 牡3芦 56

53 ▲井上 敏樹坂本 肇氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 468＋ 21：12．12 6．2	
713 ジョブックセーグラ 牡3青鹿56 木幡 初広
萩本企画 成島 英春 新ひだか 千代田牧場 460＋ 11：12．2� 236．1�
59 ジュンコアー 牝3黒鹿54 石橋 脩河合 純二氏 勢司 和浩 洞�湖 レイクヴィラファーム 516－ 81：12．3クビ 14．9�
22 マイネルアルマース 牡3鹿 56 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 466± 0 〃 アタマ 135．8
23 ヤマノリリコイ 牝3黒鹿 54

52 △石川裕紀人山住 勲氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 408－ 8 〃 アタマ 9．3�

611 シングルバレル 牡3栗 56 柴田 善臣芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 谷川牧場 476－ 81：12．83 12．8�
35 ナスノマジック 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太吉田 昭一氏 鈴木 伸尋 新冠 八木 常郎 400＋ 41：12．9� 44．8�
815 ダノンエンジェル 牝3鹿 54 蛯名 正義
ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム B412－ 6 〃 ハナ 22．9�
610 オーロラバイオ 牝3栗 54 黛 弘人バイオ
 奥平 雅士 平取 坂東牧場 474－ 21：13．0クビ 65．3�
58 マサノソングウェル 牝3黒鹿54 田辺 裕信中村 時子氏 小笠 倫弘 新冠 有限会社 大

作ステーブル 468± 01：13．95 69．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，462，300円 複勝： 39，844，300円 枠連： 17，161，700円
馬連： 63，532，000円 馬単： 33，261，100円 ワイド： 35，507，800円
3連複： 77，672，700円 3連単： 104，518，200円 計： 401，960，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 140円 � 200円 枠 連（4－7） 560円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 360円 �� 960円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 16，100円

票 数

単勝票数 計 304623 的中 � 50330（2番人気）
複勝票数 計 398443 的中 � 61516（2番人気）� 85582（1番人気）� 44537（3番人気）
枠連票数 計 171617 的中 （4－7） 23365（1番人気）
馬連票数 計 635320 的中 �� 54787（1番人気）
馬単票数 計 332611 的中 �� 12665（2番人気）
ワイド票数 計 355078 的中 �� 27884（1番人気）�� 8881（12番人気）�� 11697（8番人気）
3連複票数 計 776727 的中 ��� 18509（5番人気）
3連単票数 計1045182 的中 ��� 4706（24番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．3―12．0―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．7―45．7―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムラングシャンティ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2015．2．15 小倉2着

2012．4．9生 牝3芦 母 コリンズグラス 母母 ユ キ ミ ザ ケ 3戦1勝 賞金 6，400，000円



25029 9月19日 晴 良 （27中山4）第3日 第5競走 ��
��1，800�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
1：46．4
1：45．9

良
良

46 ヴィータファン 牡2鹿 54 田辺 裕信猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 482 ―1：50．6 5．1�
58 コスモダヴァンティ 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 444 ―1：50．81� 10．8�
712� アポロリベリオン 牡2鹿 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Rabbah Blood-

stock LLC 480 ―1：51．12 6．5�
11 ゲインザリード 牡2黒鹿54 柴山 雄一山口 敦広氏 和田正一郎 新ひだか 酒井 秀紀 454 ―1：51．31� 55．2�
34 ゴールドレイ 牡2栗 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 追分ファーム 490 ―1：51．51� 7．9�
22 セイリュウカフェ 牡2青鹿54 北村 宏司西川 恭子氏 小島 太 浦河 大北牧場 454 ―1：51．6	 10．5	
610 イルミオクオーレ 牡2黒鹿54 三浦 皇成加藤 誠氏 中竹 和也 日高 三城牧場 422 ― 〃 クビ 40．5

713 マイネルブリザード 牡2芦 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 432 ―1：51．7クビ 14．8�
611 アイトラッキング 牡2栗 54 横山 典弘吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 522 ― 〃 クビ 5．2
47 ギンザスターリン 牡2鹿 54 武士沢友治有馬 博文氏 小野 次郎 新冠 新冠橋本牧場 424 ―1：52．02 69．9�
35 グラスセイヴァー 牡2鹿 54 吉田 隼人半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 518 ―1：52．21
 7．7�
814 エクセルレジェンド 牡2黒鹿54 大野 拓弥谷川 正純氏 蛯名 利弘 新ひだか 筒井 征文 428 ―1：52．3クビ 106．5�
815 マイネルアズワン 牡2黒鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 山春牧場 452 ―1：52．4
 65．5�
23 シャドウファントム 牡2鹿 54 丸山 元気飯塚 知一氏 大和田 成 浦河 大北牧場 486 ―1：53．46 151．3�
59 � カ バ ト ッ ト 牡2栗 54

52 △石川裕紀人冨士井直哉氏 森 秀行 米 Tim Thornton 456 ― 〃 クビ 8．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，354，100円 複勝： 33，572，100円 枠連： 17，149，100円
馬連： 54，856，700円 馬単： 28，192，700円 ワイド： 29，800，400円
3連複： 67，378，800円 3連単： 85，181，200円 計： 346，485，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 280円 � 230円 枠 連（4－5） 1，120円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 4，360円

ワ イ ド �� 850円 �� 630円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 6，200円 3 連 単 ��� 34，730円

票 数

単勝票数 計 303541 的中 � 47598（1番人気）
複勝票数 計 335721 的中 � 56550（1番人気）� 27578（5番人気）� 37644（4番人気）
枠連票数 計 171491 的中 （4－5） 11790（3番人気）
馬連票数 計 548567 的中 �� 17337（8番人気）
馬単票数 計 281927 的中 �� 4842（12番人気）
ワイド票数 計 298004 的中 �� 8997（6番人気）�� 12581（3番人気）�� 4676（24番人気）
3連複票数 計 673788 的中 ��� 8139（17番人気）
3連単票数 計 851812 的中 ��� 1778（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―37．5―50．4―1：02．8―1：15．3―1：27．3―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

ヴィータファン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ 初出走

2013．3．25生 牡2鹿 母 オカノハーモニー 母母 トライトップゴール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔調教再審査〕 ゴールドレイ号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウインブルースカイ号・カゲムシャ号・ケイアイダイチャン号・レッドシルヴィ号

25030 9月19日 晴 重 （27中山4）第3日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時00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

12 シゲルテングダイ 牡2栗 54 田辺 裕信森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 大林ファーム 498 ―1：12．8 6．8�
11 リチュアルローズ 牝2鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 454 ―1：12．9� 9．1�
24 ノボホウセイ 牝2栗 54 吉田 豊�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 500 ―1：13．0クビ 17．3�
47 シグナリング 牝2鹿 54 丸山 元気島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 450 ―1：13．53 51．2�
815 エメラルドクイーン 牝2栗 54 吉田 隼人畑佐 博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 神垣 道弘 450 ―1：13．71� 10．4	
611 ブ ロ ワ 牝2黒鹿54 蛯名 正義�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 442 ― 〃 アタマ 3．7

35 ミツカネプリンセス 牝2鹿 54 内田 博幸小山田 満氏 田島 俊明 浦河 畔高牧場 478 ―1：14．01� 23．1�
714 ブルーフォーユー 牡2鹿 54 的場 勇人上田 忠男氏 的場 均 浦河 近藤牧場 458 ― 〃 ハナ 88．7�
48 マーキュリーレヴ 牡2青 54 江田 照男島川 哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 444 ―1：14．1� 58．7�
36 クラウンコルデーロ 牡2青 54 松岡 正海矢野まり子氏 伊藤 伸一 平取 北島牧場 476 ―1：14．41� 86．7�
816 スターリースワン 牝2黒鹿 54

52 △石川裕紀人大塚 亮一氏 矢野 英一 浦河 杵臼牧場 440 ―1：14．72 20．9�
713	 リアリゾンルレーヴ 牝2鹿 54 戸崎 圭太吉田 和子氏 池上 昌和 米

Robert B. Trus-
sell Jr. & John
T.L. Jones III

478 ―1：14．8
 3．3�
59 ゴールドシャフト 牝2栗 54 木幡 初広居城 要氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 486 ―1：14．9� 25．2�
23 シ ベ リ ウ ス 牡2栗 54 北村 宏司浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 446 ―1：15．85 13．7�
510 デイロングストーリ 牡2栗 54

51 ▲野中悠太郎畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社
ラークヒルズ 446 ―1：16．33 88．8�

612 ヒメユリハート 牝2栗 54 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 宮城 牛坂牧場 424 ―1：17．04 210．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，778，500円 複勝： 37，182，200円 枠連： 19，569，000円
馬連： 56，368，000円 馬単： 32，023，600円 ワイド： 29，895，000円
3連複： 67，787，400円 3連単： 91，890，500円 計： 362，494，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 240円 � 280円 � 410円 枠 連（1－1） 2，300円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 4，310円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，400円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 9，790円 3 連 単 ��� 48，770円

票 数

単勝票数 計 277785 的中 � 32655（3番人気）
複勝票数 計 371822 的中 � 44109（3番人気）� 35918（4番人気）� 21734（6番人気）
枠連票数 計 195690 的中 （1－1） 6583（10番人気）
馬連票数 計 563680 的中 �� 18559（8番人気）
馬単票数 計 320236 的中 �� 5562（13番人気）
ワイド票数 計 298950 的中 �� 10856（5番人気）�� 5423（15番人気）�� 3933（24番人気）
3連複票数 計 677874 的中 ��� 5188（33番人気）
3連単票数 計 918905 的中 ��� 1366（143番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．3―12．4―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―34．0―46．4―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルテングダイ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ゼンノロブロイ 初出走

2013．3．31生 牡2栗 母 ヒロコファンタジー 母母 スケアヘッドライン 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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 イザ号・ウジヒメ号・コパノチャンス号・ハマナス号・ホーミー号・マツリダインゴット号・リュミヌ号・

リワードリリアン号



25031 9月19日 晴 良 （27中山4）第3日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時30分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

510 コンチャフラメンカ 牝3黒鹿54 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 新冠 パカパカ

ファーム 438± 02：00．8 7．0�
35 アドラビリティ 牝3青鹿54 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 488＋ 42：00．9� 29．0�
36 ヒアカムズザサン 牡3栗 56 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 512－ 22：01．0クビ 3．5�
612 ニシノリコルディ 牝3鹿 54 柴田 善臣西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 426－ 2 〃 ハナ 26．5�
714 マイネルフレッチャ 牡3黒鹿56 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 444＋ 82：01．1� 5．9�
11 ダブルフラワー 牝3栗 54

52 △石川裕紀人 	ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 484± 0 〃 クビ 9．4

816 ショウナンマンゲツ 	3芦 56 吉田 隼人国本 哲秀氏 国枝 栄 浦河 大北牧場 482－ 42：01．2クビ 30．6�
12 フォギーボトム 牡3黒鹿56 木幡 初広渡邊 隆氏 土田 稔 新冠 森 牧場 476－ 4 〃 アタマ 181．3�
815 ブランダルジャン 牝3芦 54 北村 宏司 	キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 466＋ 2 〃 アタマ 11．8
23 クインズマルシアノ 牡3鹿 56 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 新冠 隆栄牧場 496＋ 22：01．3� 19．0�
713 レスペランス 牝3鹿 54 杉原 誠人 	シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 410－182：01．4� 92．4�
24 レッドオランジュ 牝3鹿 54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 82：01．5� 19．9�
817 ビ ー ハ グ 牡3黒鹿56 田辺 裕信諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B472－ 8 〃 ハナ 13．7�
47 パブリックフレンド 牡3青 56 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 474＋ 6 〃 ハナ 20．9�
48 ジュモートリステ 牝3栗 54 蛯名 正義 	キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム 456－122：01．82 8．7�
611 アマラントカット 牝3鹿 54 柴山 雄一 	社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 408＋ 22：01．9クビ 225．4�
59 サンヴィヴァン 牝3黒鹿54 津村 明秀山内 晃氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 442＋ 42：02．32� 272．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 33，952，200円 複勝： 57，476，200円 枠連： 23，178，900円
馬連： 83，126，700円 馬単： 38，694，700円 ワイド： 45，093，300円
3連複： 105，475，100円 3連単： 131，175，300円 計： 518，172，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 250円 � 740円 � 160円 枠 連（3－5） 1，230円

馬 連 �� 11，440円 馬 単 �� 19，280円

ワ イ ド �� 3，000円 �� 600円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 13，940円 3 連 単 ��� 104，160円

票 数

単勝票数 計 339522 的中 � 38524（3番人気）
複勝票数 計 574762 的中 � 58475（3番人気）� 15286（12番人気）� 121557（1番人気）
枠連票数 計 231789 的中 （3－5） 14584（4番人気）
馬連票数 計 831267 的中 �� 5631（43番人気）
馬単票数 計 386947 的中 �� 1505（79番人気）
ワイド票数 計 450933 的中 �� 3715（41番人気）�� 20783（2番人気）�� 5972（20番人気）
3連複票数 計1054751 的中 ��� 5671（47番人気）
3連単票数 計1311753 的中 ��� 913（355番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．7―47．8―1：00．3―1：12．5―1：24．5―1：36．2―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．3
1
3
5－9（3，10）6（2，16）12（7，14）（4，8，11）13－（1，17）－15
5（9，10）14（3，6，16）13（2，12，8）（7，17）（4，1）11，15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コンチャフラメンカ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 Akarad デビュー 2015．2．8 東京2着

2012．2．20生 牝3黒鹿 母 バブルドリーム 母母 Bubble Prospector 6戦1勝 賞金 8，890，000円

25032 9月19日 晴 重 （27中山4）第3日 第8競走 ��1，800�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

713 ロジテースト 牡4鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 444－ 41：52．3 10．5�
59 エッケザックス 牡3鹿 54 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 446－ 41：52．51� 1．3�
35 ディアグリスター 牡5鹿 57 柴田 大知ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 486± 01：52．81� 15．9�
23 アルファアリエス 牡4鹿 57 田辺 裕信�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 466＋121：53．01� 12．0�
24 エンクエントロス 牡3鹿 54 柴山 雄一スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 488－ 21：53．1クビ 24．6	
48 ジーアイウォーカー 牡3黒鹿54 田中 勝春岩崎 充利氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 476± 0 〃 クビ 107．2

510 ギンガメテオール 牡3芦 54 柴田 善臣森山 進氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 498－141：53．2� 143．6�
47 コ マ ク サ 牡3黒鹿54 内田 博幸江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 464＋ 61：53．41� 43．8�
12 トミケンシェルフ 牡3栗 54 蛯名 正義冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 沖田牧場 484± 0 〃 アタマ 38．8
612 サ マ ー ラ ヴ 牡4黒鹿57 木幡 初広�Basic 小野 次郎 新ひだか カタオカフアーム B458± 01：53．93 98．7�
815	 エルドリッジ 牡5青鹿57 大野 拓弥一村 哲也氏 高木 登 むかわ 桑原牧場 518± 01：54．0クビ 24．3�
611 ハイヴォルテージ 牡3栗 54 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 442± 0 〃 クビ 22．3�
714 ライトオブホープ 牡4栗 57 江田 照男落合 幸弘氏 武藤 善則 新冠 イワミ牧場 498－121：54．1クビ 91．3�
11 サンマルスピリット 牡5鹿 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 494＋141：55．16 236．0�
36 ア ピ シ ウ ス 
4青鹿57 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 乾 皆雄 496＋101：57．5大差 22．0�
816 サトノピスケス 牡3栗 54 三浦 皇成里見 治氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 466－ 71：59．8大差 213．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，417，100円 複勝： 102，453，400円 枠連： 23，245，900円
馬連： 85，480，700円 馬単： 54，070，300円 ワイド： 46，668，300円
3連複： 101，856，900円 3連単： 194，389，000円 計： 648，581，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 170円 � 110円 � 210円 枠 連（5－7） 440円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 250円 �� 750円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 10，780円

票 数

単勝票数 計 404171 的中 � 30770（2番人気）
複勝票数 計1024534 的中 � 57880（2番人気）� 714882（1番人気）� 41850（3番人気）
枠連票数 計 232459 的中 （5－7） 40825（2番人気）
馬連票数 計 854807 的中 �� 121466（1番人気）
馬単票数 計 540703 的中 �� 19660（7番人気）
ワイド票数 計 466683 的中 �� 52914（1番人気）�� 13932（8番人気）�� 34530（2番人気）
3連複票数 計1018569 的中 ��� 55922（1番人気）
3連単票数 計1943890 的中 ��� 13066（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．6―47．7―59．9―1：12．6―1：26．2―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ロジテースト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2013．10．19 東京1着

2011．3．26生 牡4鹿 母 ジャッキーテースト 母母 ジャッキーマックス 14戦2勝 賞金 20，050，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アピシウス号・サトノピスケス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月

19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。
（非抽選馬） 3頭 ウインオリファン号・グラスルノン号・スカーボロフェア号



25033 9月19日 晴 良 （27中山4）第3日 第9競走 ��
��1，600�

こ さ く

古 作 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

35 パワースラッガー 牡4鹿 57 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 478± 01：34．1 12．4�
11 マリーズケイ 牝4鹿 55 蛯名 正義冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 484＋14 〃 クビ 4．6�
23 メイショウメイゲツ 牝3鹿 53 吉田 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 446＋181：34．2クビ 3．9�
48 ロッカバラード 牡4青鹿57 石川裕紀人 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 446－ 41：34．41� 39．7�
47 パープルセイル 牝4黒鹿55 柴山 雄一吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 462＋ 4 〃 クビ 20．9�
612 ワラッチャオ 牝3青鹿53 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 474＋ 81：34．5クビ 22．6	
36 サクラディソール 牝5鹿 55 戸崎 圭太
さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 438＋ 41：34．71� 3．3�
815 ホッコーヴァール 牝3黒鹿53 丸田 恭介矢部 道晃氏 松永 康利 日高 川端 正博 520－ 41：34．91� 14．3�
24 ニーマルキング 牡3鹿 55 江田 照男板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 458＋ 41：35．11 13．1
713 リターンラルク 牡4鹿 57 内田 博幸山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B462＋ 61：35．31� 34．8�
611 チ ェ ー ザ レ 牡4黒鹿57 柴田 大知丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 516－ 21：35．51� 41．6�
714 ディリジェンテ 牝3栗 53 丸山 元気吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：35．6	 45．1�
816 グランアラミス 
3栗 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 池田牧場 490＋ 61：35．91� 92．2�
59 グッドラックミー 牝5鹿 55 嶋田 純次大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 494＋12 〃 クビ 143．5�
12 クラウンデュナミス 牝4黒鹿55 横山 和生矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 462－ 81：36．22 140．2�
510 インストアイベント 牡5栗 57 横山 典弘 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 488－ 6 （競走中止） 22．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，102，300円 複勝： 61，335，700円 枠連： 27，417，300円
馬連： 120，156，600円 馬単： 53，558，000円 ワイド： 53，769，100円
3連複： 144，563，400円 3連単： 211，342，900円 計： 709，245，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 290円 � 160円 � 170円 枠 連（1－3） 580円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 5，970円

ワ イ ド �� 980円 �� 920円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，940円 3 連 単 ��� 26，270円

票 数

単勝票数 計 371023 的中 � 23779（4番人気）
複勝票数 計 613357 的中 � 44233（5番人気）� 114112（2番人気）� 97639（3番人気）
枠連票数 計 274173 的中 （1－3） 36382（2番人気）
馬連票数 計1201566 的中 �� 35107（7番人気）
馬単票数 計 535580 的中 �� 6725（19番人気）
ワイド票数 計 537691 的中 �� 13523（8番人気）�� 14535（6番人気）�� 34997（3番人気）
3連複票数 計1445634 的中 ��� 36792（4番人気）
3連単票数 計2113429 的中 ��� 5831（65番人気）

ハロンタイム 12．9―10．7―10．7―11．0―11．8―12．4―12．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―23．6―34．3―45．3―57．1―1：09．5―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F37．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パワースラッガー �
�
父 ウインラディウス �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー 2014．1．6 中山1着

2011．3．30生 牡4鹿 母 クリスタルフローラ 母母 キオイドリーム 12戦3勝 賞金 32，637，000円
〔競走中止〕 インストアイベント号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ゴウキ号・サトノコスミック号・シェードカーテン号・フクノグローリア号

25034 9月19日 晴 重 （27中山4）第3日 第10競走 ��
��2，400�

ま つ ど

松 戸 特 別
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，26．9．20以降27．9．13まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

松戸市長賞（1着）
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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

45 ファイヤーロック 牡4黒鹿56 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 468－ 22：33．6 5．6�

56 ティーポイズン 牡4栗 54 内田 博幸深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 500－ 8 〃 ハナ 9．9�
33 シ ッ プ ウ �4黒鹿54 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 490＋ 82：33．7� 24．4�
22 リアライズブラザー 牡5鹿 54 戸崎 圭太工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 484－ 22：33．91 8．8�
44 ヴィルトグラーフ �5鹿 53 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 532± 02：34．32	 86．7	
711 ロゼッタストーン 牡6鹿 53 黛 弘人太田珠々子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 466－ 62：34．61� 40．5

710 タ ン ジ ブ ル 牡3栗 54 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋ 62：34．92 5．8�
812 ドラゴンズタイム 牡4鹿 54 吉田 豊窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 430－ 22：35．0クビ 7．6�
813
 ヤマカツポセイドン 牡6黒鹿55 石川裕紀人山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 460＋ 42：35．1� 7．1
68 シークレットパス 牡4芦 54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 62：36．05 14．1�
57 ヒデノインペリアル 牡3栗 53 北村 宏司大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 494－ 42：36．42	 5．4�
69 マ ル マ ロ ス 牡5芦 54 三浦 皇成ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 B516－ 42：36．93 12．7�
11 グレートヴァリュー 牡7黒鹿53 柴田 善臣小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 450－ 8 〃 クビ 118．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，154，700円 複勝： 63，967，100円 枠連： 33，700，700円
馬連： 143，745，000円 馬単： 58，682，000円 ワイド： 60，659，900円
3連複： 175，343，100円 3連単： 246，175，300円 計： 823，427，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 230円 � 360円 � 580円 枠 連（4－5） 870円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 5，400円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 2，340円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 18，910円 3 連 単 ��� 87，140円

票 数

単勝票数 計 411547 的中 � 58756（2番人気）
複勝票数 計 639671 的中 � 82800（3番人気）� 45537（7番人気）� 25470（10番人気）
枠連票数 計 337007 的中 （4－5） 29874（2番人気）
馬連票数 計1437450 的中 �� 34780（15番人気）
馬単票数 計 586820 的中 �� 8141（24番人気）
ワイド票数 計 606599 的中 �� 13393（16番人気）�� 6614（37番人気）�� 5412（43番人気）
3連複票数 計1753431 的中 ��� 6951（80番人気）
3連単票数 計2461753 的中 ��� 2048（390番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．7―37．5―50．0―1：03．6―1：17．4―1：30．8―1：43．3―1：55．5―2：08．1―2：20．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファイヤーロック �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．7 中京4着

2011．5．7生 牡4黒鹿 母 ディアマンブルー 母母 ゲートドクール 18戦4勝 賞金 53，697，000円



25035 9月19日 晴 良 （27中山4）第3日 第11競走 ��
��2，000�レインボーステークス

発走15時45分 （芝・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54�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

78 ライズトゥフェイム 牡5鹿 57 石川裕紀人 �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 42：01．0 6．6�

11 レッドセシリア 牝5鹿 55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 438± 02：01．21� 7．3�
811 マイネルジェイド 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 2 〃 アタマ 34．8�
33 ダイワリベラル 牡4黒鹿57 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 512± 02：01．3クビ 2．3�
79 カ ム フ ィ ー 牡6黒鹿57 柴田 善臣清水 二朗氏 池上 昌和 池田 新田牧場 468＋ 82：01．51� 8．2	
67 	 サクラボールド 牡8栗 57 蛯名 正義�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 478＋ 42：01．6� 11．7

44 マイネルマーク 牡7青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B474－ 22：01．81� 60．8�
810 オメガキングティー 牡5鹿 57 北村 宏司原 
子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 474＋ 22：01．9� 7．6�
55 ダノンフェニックス 牡7黒鹿57 吉田 隼人�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454－ 62：02．0クビ 14．3
66 ジャーエスペランサ 牡6鹿 57 吉田 豊本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか 真歌田中牧場 B474－ 22：02．21 13．1�
22 ロジサンデー 牡6鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 B480＋ 62：02．62� 52．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 65，791，600円 複勝： 90，752，700円 枠連： 54，749，200円
馬連： 251，387，100円 馬単： 112，083，500円 ワイド： 94，905，800円
3連複： 302，762，200円 3連単： 520，958，300円 計： 1，493，390，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 230円 � 280円 � 740円 枠 連（1－7） 2，270円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 5，630円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 3，350円 �� 3，010円

3 連 複 ��� 30，000円 3 連 単 ��� 143，820円

票 数

単勝票数 計 657916 的中 � 78606（2番人気）
複勝票数 計 907527 的中 � 118953（2番人気）� 88495（4番人気）� 27072（9番人気）
枠連票数 計 547492 的中 （1－7） 18619（9番人気）
馬連票数 計2513871 的中 �� 68501（9番人気）
馬単票数 計1120835 的中 �� 14912（18番人気）
ワイド票数 計 949058 的中 �� 25111（11番人気）�� 7155（35番人気）�� 7982（32番人気）
3連複票数 計3027622 的中 ��� 7568（80番人気）
3連単票数 計5209583 的中 ��� 2626（425番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―36．3―48．6―1：01．3―1：13．5―1：25．0―1：36．9―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F36．0
1
3
6＝3，5－（1，10）（2，11）（4，8，9）7・（6，2）－（3，5）（1，10，11，9）（4，8，7）

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

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5鹿 母 バラファミー 母母 Infamy 19戦5勝 賞金 82，010，000円

25036 9月19日 晴 重 （27中山4）第3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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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

59 スノーレパード 牝4黒鹿55 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468＋ 81：11．0 6．0�

11 オーゴンマリア 牝3栗 53 大野 拓弥永田さなえ氏 高木 登 新ひだか 小倉 光博 442－101：11．21� 9．1�
510 レディーピンク 牝5鹿 55 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 462＋ 21：11．41� 11．0�
713 サンクタリリアス 牝3芦 53 津村 明秀�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 476＋161：11．61� 51．3�
48 プラントアゲン 牝3黒鹿53 柴田 大知浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 富田 恭司 444－ 6 〃 ハナ 4．6�
24 ジャスティシア 牝6鹿 55 吉田 隼人�ターフ・スポート岩戸 孝樹 日高 ナカノファーム 456－ 21：11．7� 29．6	
35 フレックスハート 牝5鹿 55 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B478－ 61：11．8クビ 18．2

816� ハ ル コ マ チ 牝5鹿 55 西田雄一郎髙橋 治夫氏 星野 忍 新冠 中本牧場 B478－ 8 〃 アタマ 60．8�
12 サクラフローラ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡スタット 520＋ 21：11．9� 2．7
23 フローラルダンサー 牝3鹿 53 吉田 豊岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 若林牧場 512＋ 41：12．32� 17．9�
815 ユキノマルガリータ 牝5鹿 55 柴田 善臣井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 466－ 8 〃 アタマ 66．0�
47 ダイワコンシード 牝4鹿 55 田中 勝春大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 508＋10 〃 ハナ 39．3�
611 デルマキャッツアイ 牝4黒鹿 55

53 △石川裕紀人浅沼 廣幸氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 498± 01：12．51 20．8�
714 テ イ ア 牝3鹿 53 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 418＋14 〃 クビ 46．3�
36 � ガ ス タ ー 牝4鹿 55 二本柳 壮渡邉 啓髙氏 武市 康男 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 432＋ 21：12．6	 248．8�
612� ヘ レ ン 牝4鹿 55 丸田 恭介石川 一義氏 清水 英克 浦河 多田 善弘 462＋ 81：12．7� 79．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，566，600円 複勝： 82，939，600円 枠連： 45，111，900円
馬連： 196，617，200円 馬単： 72，492，900円 ワイド： 82，329，000円
3連複： 208，895，700円 3連単： 320，192，900円 計： 1，069，145，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 190円 � 250円 � 260円 枠 連（1－5） 380円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 770円 �� 760円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 5，360円 3 連 単 ��� 23，550円

票 数

単勝票数 計 605666 的中 � 79840（3番人気）
複勝票数 計 829396 的中 � 125867（2番人気）� 82150（4番人気）� 77270（5番人気）
枠連票数 計 451119 的中 （1－5） 90940（1番人気）
馬連票数 計1966172 的中 �� 66568（9番人気）
馬単票数 計 724929 的中 �� 12881（13番人気）
ワイド票数 計 823290 的中 �� 27648（7番人気）�� 28250（6番人気）�� 16362（11番人気）
3連複票数 計2088957 的中 ��� 29192（14番人気）
3連単票数 計3201929 的中 ��� 9856（52番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．2―12．1―12．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．5―45．6―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スノーレパード �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．4．26 東京13着

2011．1．17生 牝4黒鹿 母 スノーキトゥン 母母 Embassy 15戦2勝 賞金 22，500，000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 フルーツガーデン号



（27中山4）第3日 9月19日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 179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

182，320，000円
2，080，000円
12，430，000円
1，340，000円
15，900，000円
64，148，500円
4，654，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
442，586，300円
675，343，200円
302，371，300円
1，216，072，100円
572，033，600円
565，029，600円
1，459，467，900円
2，191，025，500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 7，423，929，500円

総入場人員 17，318名 （有料入場人員 15，311名）
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