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25061 9月26日 曇 稍重 （27中山4）第6日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時05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

48 ハタノインサイト 牝2鹿 54 内田 博幸 �グッドラック・ファーム 小島 太 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 478＋ 81：10．2 10．4�

12 キョウエイアムール 牝2栗 54 松岡 正海田中 晴夫氏 武市 康男 新ひだか 藤沢牧場 410＋10 〃 クビ 23．5�
47 カトルラポール 牝2鹿 54 北村 宏司石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 462＋ 41：10．3クビ 4．0�
815 シャンボール 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 日高 正和山本牧場 420± 0 〃 クビ 4．2�
713 ペルルクロシュ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 442－ 61：10．4クビ 42．8�
612 クリスタルガーデン 牝2鹿 54 津村 明秀田頭 勇貴氏 武藤 善則 厚真 大川牧場 458＋ 6 〃 アタマ 126．0	
59 ペイルブルードット 牝2栗 54 柴田 善臣飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 466－ 8 〃 クビ 11．7

23 マザックヤース 牝2鹿 54 戸崎 圭太山崎 泰博氏 高柳 瑞樹 日高 新井 弘幸 428－ 61：10．5クビ 3．8�
611 シングンガガ 牝2黒鹿54 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 456－ 21：10．81� 7．3�
35 ストーミングスカイ 牝2黒鹿54 吉田 隼人 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 440－ 4 〃 ハナ 11．6
24 ユイノロマン 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太由井健太郎氏 黒岩 陽一 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 412＋ 81：11．22� 226．6�

510 ミキシングスカイ 牝2青鹿 54
51 ▲野中悠太郎小林竜太郎氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 390± 0 〃 クビ 197．5�

816 オレンジガール 牝2鹿 54
51 ▲木幡 初也樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 414＋ 81：11．41� 66．7�

11 セイムヒアー 牝2鹿 54 田中 博康�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 426＋301：11．5� 117．4�
714 コウユーショコラ 牝2黒鹿 54

52 △石川裕紀人加治屋貞光氏 和田 雄二 新ひだか 武岡農場 434－ 21：12．35 300．4�
（15頭）

36 シュートラヴ 牝2栗 54 田辺 裕信星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 442± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，559，600円 複勝： 34，323，900円 枠連： 15，906，000円
馬連： 51，368，200円 馬単： 26，586，400円 ワイド： 29，102，500円
3連複： 64，192，300円 3連単： 77，932，600円 計： 320，971，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 330円 � 500円 � 170円 枠 連（1－4） 3，530円

馬 連 �� 13，630円 馬 単 �� 24，830円

ワ イ ド �� 3，490円 �� 840円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 15，250円 3 連 単 ��� 111，000円

票 数

単勝票数 差引計 215596（返還計 9062） 的中 � 16457（5番人気）
複勝票数 差引計 343239（返還計 17193） 的中 � 24900（6番人気）� 14831（8番人気）� 66475（1番人気）
枠連票数 差引計 159060（返還計 1774） 的中 （1－4） 3488（16番人気）
馬連票数 差引計 513682（返還計 67449） 的中 �� 2920（33番人気）
馬単票数 差引計 265864（返還計 34358） 的中 �� 803（64番人気）
ワイド票数 差引計 291025（返還計 35853） 的中 �� 2079（32番人気）�� 9273（11番人気）�� 4953（18番人気）
3連複票数 差引計 641923（返還計138913） 的中 ��� 3156（51番人気）
3連単票数 差引計 779326（返還計173084） 的中 ��� 509（333番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―11．6―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．6―46．2―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．6
3 8，12（2，13）（3，7，15）（9，16）14（1，10，11）－4，5 4 8（2，12）13（3，15）（7，9，16）（1，10，14）11（4，5）

勝馬の
紹 介

ハタノインサイト �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Danzig デビュー 2015．7．18 福島6着

2013．3．17生 牝2鹿 母 ク ラ ス タ ー 母母 Knot 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外〕 シュートラヴ号は，馬場入場後に放馬。疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スガノランバダ号
（非抽選馬） 1頭 ラズールリッキー号

25062 9月26日 曇 稍重 （27中山4）第6日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時35分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．4
1：45．9

良
良

22 マイネルファン 牡2栗 54 柴田 大知 �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 426＋ 81：49．2 4．2�

44 ディーマジェスティ 牡2鹿 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 466－101：49．3� 1．6�
57 タマワイドベガ 牝2鹿 54 田辺 裕信玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 406－ 21：49．72� 16．4�
45 プライムセラー 牡2栗 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 478＋ 81：49．8� 19．1�
56 ヒットリターンキー 牡2黒鹿54 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 21：50．12 5．0	
33 アポロナイスジャブ 牡2栗 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 422＋101：50．2� 74．8

813 コスモライフワーク 牡2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 コスモヴューファーム B454－ 21：50．52 193．3�
812 アイスクリン 牡2鹿 54 松岡 正海高橋 文男氏 中舘 英二 新ひだか カタオカステーブル 446－ 61：51．03 59．4�
711 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 400＋ 41：51．1クビ 135．1
11 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± 01：51．2� 28．5�
69 キングスナップ 牡2栗 54

51 ▲井上 敏樹村上 卓史氏 小桧山 悟 新ひだか 築紫 洋 464＋ 81：51．41	 112．7�
68 ノーザンエンブレム 牝2黒鹿54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 安平 ノーザンファーム 476－ 61：51．72 224．6�
710 ミザントロープ 牝2黒鹿 54

51 ▲伴 啓太古賀 慎一氏 谷原 義明 新ひだか 西村 和夫 B402－ 21：53．29 348．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 32，094，600円 複勝： 67，150，200円 枠連： 14，161，900円
馬連： 56，069，700円 馬単： 36，928，300円 ワイド： 31，207，500円
3連複： 73，450，600円 3連単： 129，626，000円 計： 440，688，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 130円 � 110円 � 190円 枠 連（2－4） 320円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 170円 �� 440円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 4，840円

票 数

単勝票数 計 320946 的中 � 60263（2番人気）
複勝票数 計 671502 的中 � 75227（2番人気）� 415633（1番人気）� 34378（4番人気）
枠連票数 計 141619 的中 （2－4） 33966（2番人気）
馬連票数 計 560697 的中 �� 129454（1番人気）
馬単票数 計 369283 的中 �� 30404（3番人気）
ワイド票数 計 312075 的中 �� 56451（1番人気）�� 15690（5番人気）�� 17916（4番人気）
3連複票数 計 734506 的中 ��� 53741（2番人気）
3連単票数 計1296260 的中 ��� 19416（13番人気）

ハロンタイム 12．7―12．5―11．5―12．6―12．3―12．3―12．0―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．2―36．7―49．3―1：01．6―1：13．9―1：25．9―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．3
1
3
2，7（3，5，10）13，6，4（11，12）－（1，9）－8
2－7，13，3（5，6）（1，4，12，10）11（9，8）

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

勝馬の
紹 介

マイネルファン �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2015．7．19 福島4着

2013．3．26生 牡2栗 母 コスモリリー 母母 トライトップゴール 4戦1勝 賞金 9，400，000円
※ジェネレーション号・ミザントロープ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第４回 中山競馬 第６日



25063 9月26日 曇 不良 （27中山4）第6日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

714 ディスティニーガイ 牡3鹿 56 蛯名 正義石瀬 浩三氏 奥平 雅士 新冠 ラツキー牧場 496± 01：10．9 2．8�
11 ミュゼフローレンス 牝3黒鹿54 柴山 雄一坂本 肇氏 高市 圭二 新ひだか 水上 習孝 500－101：11．64 4．3�
36 マ ン グ ジ 牡3黒鹿56 内田 博幸 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 496＋ 41：11．7クビ 17．7�
713 フラッシュカフェ 牡3黒鹿56 石橋 脩西川 恭子氏 小島 太 様似 中脇 一幸 474＋ 21：11．91� 27．5�
23 シ ル フ 牝3黒鹿54 田辺 裕信�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 21：12．0� 12．0�
35 ミズーリスカイ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 478＋121：12．21� 234．5	
24 ランドオブホープ 牡3鹿 56 杉原 誠人吉田 和美氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 496－ 8 〃 ハナ 64．0

816 サクセスクイーン 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也小林 章氏 新開 幸一 新ひだか 西村 和夫 424＋ 41：12．3� 16．1�
47 マ ゼ ン タ 牡3鹿 56 戸崎 圭太増田 和啓氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 456＋ 6 〃 ハナ 8．9�
815 タイセイゴッホ 牝3鹿 54 田中 勝春田中 成奉氏 菊川 正達 浦河 帰山 清貴 492＋16 〃 ハナ 8．0
612 ブラウンゴッデス 牝3黒鹿 54

52 △石川裕紀人飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 438－ 21：12．72� 9．1�
48 フクノセヴラン 牡3鹿 56 岩部 純二福島 祐子氏 小野 次郎 浦河 ガーベラパー

クスタツド 442＋ 41：13．23 231．3�
510 ノ バ ラ 牝3青鹿 54

51 ▲伴 啓太�タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 456± 01：13．3� 27．7�
611 メ ビ ウ ス 牝3栗 54 的場 勇人�髙昭牧場 的場 均 浦河 高昭牧場 B470－ 41：13．72� 246．5�
12 ピュールボーテ 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 464＋ 61：14．12� 41．1�
59 レッドサクラ 牝3栗 54 武士沢友治 K.C．タン氏 水野 貴広 新ひだか 築紫 洋 440－ 41：14．52� 321．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，093，800円 複勝： 41，532，800円 枠連： 17，056，300円
馬連： 60，832，400円 馬単： 32，401，300円 ワイド： 36，062，100円
3連複： 83，878，700円 3連単： 103，759，000円 計： 402，616，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 160円 � 370円 枠 連（1－7） 580円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 280円 �� 830円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 9，940円

票 数

単勝票数 計 270938 的中 � 75390（1番人気）
複勝票数 計 415328 的中 � 116105（1番人気）� 66532（2番人気）� 19254（8番人気）
枠連票数 計 170563 的中 （1－7） 22717（1番人気）
馬連票数 計 608324 的中 �� 71384（1番人気）
馬単票数 計 324013 的中 �� 19883（1番人気）
ワイド票数 計 360621 的中 �� 37729（1番人気）�� 10416（9番人気）�� 6367（16番人気）
3連複票数 計 838787 的中 ��� 20018（7番人気）
3連単票数 計1037590 的中 ��� 7563（11番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．1―11．8―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―33．7―45．5―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディスティニーガイ �
�
父 スニッツェル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．3．7 中山2着

2012．2．29生 牡3鹿 母 シアトルムーン 母母 シアトルサンセット 9戦1勝 賞金 12，890，000円
〔制裁〕 ピュールボーテ号の騎手井上敏樹は，向正面での御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：10番）

25064 9月26日 曇 不良 （27中山4）第6日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時35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

510 デ ィ マ ン ズ �3鹿 56 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464－ 41：52．6 2．9�

11 キーフォーサクセス 牡3黒鹿56 内田 博幸 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 442＋ 21：52．7� 2．3�
23 ペンタプリズム 牝3青鹿54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B474－ 21：53．44 11．2�
612 ダイワバース 牡3黒鹿56 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B468＋ 61：53．93 22．5�
611 バ ル マ ス ケ 牡3栗 56 大野 拓弥 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム 494＋ 2 〃 クビ 14．7�
24 セイウンエオリア 牡3栗 56

54 △石川裕紀人西山 茂行氏 萱野 浩二 浦河 高昭牧場 484－ 61：54．75 152．7	
35 カリオペイア 牝3鹿 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 424± 01：54．91� 118．8

713 マサノエリザベス 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹中村 時子氏 大竹 正博 浦河 笠松牧場 478＋ 81：55．0� 25．7�
714 プラパジシャン 牡3鹿 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム B548－ 81：55．1� 23．6�
815 グランノーヴァ 牡3栗 56 蛯名 正義 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 484－ 8 〃 クビ 131．1�
12 オンファロス 牝3鹿 54 伊藤 工真村木 篤氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 424± 01：55．2� 27．6�
59 ミュークロール 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行ドラゴンヒルズホースクラブ 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 508＋ 81：55．41� 15．5�
36 リコリアーノ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 394－101：55．61 31．3�
816 フォアニーム 牝3栗 54 柴田 大知 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472± 01：56．02� 27．9�
48 バ ル デ ラ マ 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492－101：57．38 163．1�

47 ムーンセイル 牡3鹿 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム B512－ 41：59．8大差 74．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，813，500円 複勝： 36，640，700円 枠連： 19，486，600円
馬連： 65，434，400円 馬単： 35，196，400円 ワイド： 36，272，600円
3連複： 83，270，300円 3連単： 112，823，400円 計： 414，937，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 120円 � 210円 枠 連（1－5） 300円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 160円 �� 500円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 4，610円

票 数

単勝票数 計 258135 的中 � 69674（2番人気）
複勝票数 計 366407 的中 � 99321（1番人気）� 85885（2番人気）� 30351（3番人気）
枠連票数 計 194866 的中 （1－5） 49371（1番人気）
馬連票数 計 654344 的中 �� 175937（1番人気）
馬単票数 計 351964 的中 �� 30782（2番人気）
ワイド票数 計 362726 的中 �� 72409（1番人気）�� 15516（3番人気）�� 19893（2番人気）
3連複票数 計 832703 的中 ��� 51769（1番人気）
3連単票数 計1128234 的中 ��� 17724（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．9―49．8―1：02．2―1：14．7―1：27．2―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．9
1
3
1，7（3，8，10）（4，14）11，13（6，12）（2，16）5，9，15・（1，10）（3，7，11，14）（4，12，13）（6，8，5，16）（9，2，15）

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

勝馬の
紹 介

デ ィ マ ン ズ �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．10．5 新潟7着

2012．2．20生 �3鹿 母 プレミアノアール 母母 ヴァンドノワール 7戦1勝 賞金 8，100，000円
〔発走状況〕 グランノーヴァ号は，枠入り不良。
〔その他〕 バルデラマ号は，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〕 ムーンセイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月26日まで平地競

走に出走できない。



25065 9月26日 曇 稍重 （27中山4）第6日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時25分 （芝・右・外）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

58 アポロジョージア 牡2黒鹿54 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 尾形 和幸 新冠 中本 隆志 452 ―1：36．8 13．0�
45 キングハート 牡2鹿 54 江田 照男増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 462 ―1：36．9� 18．3�
711 マイエクトミューズ 牝2栗 54 蛯名 正義尾上 寿夫氏 金成 貴史 登別 ユートピア牧場 486 ― 〃 クビ 3．6�

（アワミューズ）

814 ホワイトシャドウ 牡2芦 54 北村 宏司飯塚 知一氏 池上 昌和 日高 藤本ファーム 442 ―1：37．11� 44．1�
57 ガルガンチュア 牡2栗 54 吉田 豊渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤澤 昭勝 418 ― 〃 ハナ 7．4�
22 メイショウトビザル 牡2青鹿54 石橋 脩松本 好雄氏 小島 太 浦河 まるとみ冨岡牧場 474 ―1：37．95 9．4�
610 キョウエイパワー 牡2鹿 54 松岡 正海田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 444 ―1：38．11� 14．8	
69 コウソクライン 牡2栗 54 内田 博幸野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 510 ―1：38．31� 4．0

34 ハヤブササンサン 牡2黒鹿54 柴田 善臣國立 治氏 柴田 政人 新冠 明和牧場 464 ―1：38．4クビ 34．9�
33 テイエムクック 牡2黒鹿54 戸崎 圭太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 松浦牧場 446 ―1：38．71	 5．8�
813 ステイザベスト 牡2黒鹿 54

51 ▲伴 啓太島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 402 ― 〃 アタマ 31．6
46 ロクイチライコウ 牡2黒鹿54 大野 拓弥佐藤 陽一氏 天間 昭一 新ひだか 松本牧場 480 ― 〃 クビ 179．9�
11 ホ ム ラ 牡2栗 54 柴山 雄一森岡 幸人氏 田島 俊明 浦河 猿橋 義昭 518 ―1：39．23 63．4�
712 コスモリデル 牡2青鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 木戸口牧場 468 ―1：39．83� 59．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，542，000円 複勝： 33，486，800円 枠連： 15，446，900円
馬連： 52，089，600円 馬単： 29，238，400円 ワイド： 28，580，400円
3連複： 67，072，800円 3連単： 88，546，300円 計： 339，003，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 360円 � 400円 � 180円 枠 連（4－5） 4，180円

馬 連 �� 8，640円 馬 単 �� 17，290円

ワ イ ド �� 2，860円 �� 1，140円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 12，830円 3 連 単 ��� 95，520円

票 数

単勝票数 計 245420 的中 � 15042（6番人気）
複勝票数 計 334868 的中 � 21852（6番人気）� 19064（8番人気）� 61357（2番人気）
枠連票数 計 154469 的中 （4－5） 2863（19番人気）
馬連票数 計 520896 的中 �� 4672（29番人気）
馬単票数 計 292384 的中 �� 1268（60番人気）
ワイド票数 計 285804 的中 �� 2517（33番人気）�� 6541（12番人気）�� 5435（15番人気）
3連複票数 計 670728 的中 ��� 3918（44番人気）
3連単票数 計 885463 的中 ��� 672（298番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．9―36．9―49．3―1：01．5―1：13．1―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

アポロジョージア �
�
父 ロッコウオロシ �

�
母父 コマンダーインチーフ 初出走

2013．4．21生 牡2黒鹿 母 ヒミノオトヒメ 母母 ワンモアギャル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ガルガンチュア号の騎手吉田豊は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔その他〕 コスモリデル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 コスモリデル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年10月26日まで出走できない。

25066 9月26日 曇 不良 （27中山4）第6日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時55分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

611 キングノヨアケ 牡3黒鹿 54
52 △石川裕紀人平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 482－ 61：50．4 7．3�

12 フ ァ ド ー グ �4黒鹿57 横山 典弘 �キャロットファーム 奥平 雅士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478＋ 81：50．93 2．0�

11 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 478－ 41：51．0� 30．7�

24 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± 01：52．06 4．3�
815 デュアルフレイム 牡3栗 54 勝浦 正樹 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 454－ 41：52．21 44．3�
816 レッツゴースター 牡3栗 54 嘉藤 貴行	Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 458± 0 〃 クビ 46．2

714 クラウンシャイン 牡3栗 54 蛯名 正義	クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 470＋ 61：52．3� 10．4�
23 	 エターナルヒーロー �5黒鹿57 田辺 裕信岡田 牧雄氏 木村 哲也 むかわ 東振牧場 498＋141：52．4クビ 21．6�
36 	 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 466－121：52．5� 170．5
48 	 トウショウメソッド 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹トウショウ産業	 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466－ 21：52．6� 168．5�
35 マイネルボルソー 牡4鹿 57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 480＋ 8 〃 クビ 11．4�
713 ガ ヤ ル ド 牡4鹿 57 北村 宏司佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 458－ 2 〃 同着 32．9�
59 ニシノプレシャス 牝3栗 52 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 438－ 41：52．81
 80．8�
47 テイケイネクサス 牡3鹿 54 黛 弘人兼松 忠男氏 蛯名 利弘 浦河 中脇 満 440± 01：53．65 180．8�
510 サトノコスミック 牡3黒鹿54 石橋 脩里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム B454＋ 61：54．02� 223．4�
612 ダイワエクシード 牡3栗 54 田中 勝春大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 532＋ 81：56．0大差 54．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，692，000円 複勝： 51，072，600円 枠連： 21，735，700円
馬連： 66，316，500円 馬単： 39，686，800円 ワイド： 41，169，600円
3連複： 91，929，300円 3連単： 137，244，900円 計： 479，847，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 250円 � 120円 � 410円 枠 連（1－6） 730円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，580円 �� 810円

3 連 複 ��� 4，640円 3 連 単 ��� 25，850円

票 数

単勝票数 計 306920 的中 � 33229（3番人気）
複勝票数 計 510726 的中 � 41843（5番人気）� 176682（1番人気）� 21377（7番人気）
枠連票数 計 217357 的中 （1－6） 23059（2番人気）
馬連票数 計 663165 的中 �� 60129（3番人気）
馬単票数 計 396868 的中 �� 12951（7番人気）
ワイド票数 計 411696 的中 �� 26416（3番人気）�� 3799（25番人気）�� 12890（9番人気）
3連複票数 計 919293 的中 ��� 14858（12番人気）
3連単票数 計1372449 的中 ��� 3848（69番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．2―12．0―12．0―12．4―12．8―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．1―48．1―1：00．1―1：12．5―1：25．3―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

キングノヨアケ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．9．6 新潟4着

2012．4．30生 牡3黒鹿 母 ナンヨーナイト 母母 マ ロ ー ラ 11戦2勝 賞金 17，220，000円
〔発走状況〕 マイネルボルソー号・クラウンシャイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 クラウンシャイン号は，平成27年9月27日から平成27年10月18日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイワエクシード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月26日まで平地

競走に出走できない。



25067 9月26日 曇 稍重 （27中山4）第6日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時25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 7，500，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

36 キズナエンドレス 牝4鹿 55 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 474＋ 22：01．6 21．5�
59 ウインマハロ 牝3鹿 52 柴田 大知�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 418－ 22：01．7� 4．7�
11 ヴァルコイネン 牡4芦 57 田辺 裕信吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 464＋ 82：01．8� 11．5�
35 ストーミング 牡4栗 57 大野 拓弥栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 482－ 2 〃 アタマ 20．3�
47 プレストウィック 牡4芦 57 津村 明秀 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 534＋ 8 〃 ハナ 3．6	
714 プレシャスメイト 牝3鹿 52 蛯名 正義飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 456＋162：01．9クビ 15．4

817 マイネルサージュ 牡3鹿 54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞	湖 レイクヴィラファーム 494± 02：02．0� 5．4�
510 ヴァンデミエール 牝4鹿 55 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 2 〃 ハナ 31．5�
12 セイクリッドロード 
6鹿 57 吉田 隼人岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム B518＋182：02．21� 127．2
612 コアプライド 牡3鹿 54 三浦 皇成前田 幸治氏 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500± 0 〃 クビ 10．4�
816 ストーリーセラー 牡4鹿 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 532＋24 〃 同着 32．0�
23 アイノカケハシ 牝3鹿 52 吉田 豊國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 428＋ 4 〃 アタマ 10．5�
48 ネルトスグアサ 牡5黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 458± 02：02．62� 135．1�
24 ギブアンドテイク 牡4栗 57 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 486－ 2 〃 クビ 24．3�
611 マリーナベイ 牡4青鹿57 柴田 善臣保坂 和孝氏 池上 昌和 豪

Valeata Bloodstock
Pty Ltd, Cap
Jaluca Pty Ltd

B486－ 22：02．7クビ 47．0�
713 ランドントウォーク 牡4青鹿57 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B490＋ 42：02．8� 389．0�
815 ニシノマジック 牡3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 480－ 22：03．01� 280．4�
（17頭）

売 得 金
単勝： 28，986，700円 複勝： 50，419，400円 枠連： 19，455，100円
馬連： 80，634，100円 馬単： 35，228，700円 ワイド： 40，848，200円
3連複： 99，330，500円 3連単： 122，554，200円 計： 477，456，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 620円 � 220円 � 300円 枠 連（3－5） 2，930円

馬 連 �� 7，770円 馬 単 �� 15，640円

ワ イ ド �� 2，230円 �� 2，690円 �� 990円

3 連 複 ��� 25，860円 3 連 単 ��� 161，250円

票 数

単勝票数 計 289867 的中 � 10767（9番人気）
複勝票数 計 504194 的中 � 18371（9番人気）� 68988（2番人気）� 44253（4番人気）
枠連票数 計 194551 的中 （3－5） 5143（16番人気）
馬連票数 計 806341 的中 �� 8041（29番人気）
馬単票数 計 352287 的中 �� 1689（63番人気）
ワイド票数 計 408482 的中 �� 4655（27番人気）�� 3836（35番人気）�� 10983（8番人気）
3連複票数 計 993305 的中 ��� 2880（94番人気）
3連単票数 計1225542 的中 ��� 551（542番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―13．3―12．4―12．8―12．1―12．1―11．7―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．0―37．3―49．7―1：02．5―1：14．6―1：26．7―1：38．4―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9
1
3
5，6，9，2（7，15）（1，14）12，17，10，13（3，16）11－4，8
5，6（2，9）（1，7，15）（14，17）10，12（13，11）3（16，4）8

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

勝馬の
紹 介

キズナエンドレス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2014．2．18 東京10着

2011．5．4生 牝4鹿 母 サクラエンドレス 母母 サクラハツスル 11戦2勝 賞金 18，250，000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 シャドウゲーム号

25068 9月26日 曇 稍重 （27中山4）第6日 第8競走 ��3，210�
せいしゅう

清秋ジャンプステークス
発走14時00分 （ 芝 ）

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
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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード3：32．3良

57 � アシュヴィン �6栗 61 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd
& Samac Ltd 460－123：36．3 28．4�

45 メジロサンノウ 牡7黒鹿62 高野 和馬岩﨑 伸道氏 高橋 文雅 洞�湖 メジロ牧場 B462－ 6 〃 クビ 67．7�
33 � エーシンジーライン 牡10黒鹿62 西谷 誠�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm 492－123：37．15 7．0�
813	 トーセンハナミズキ 牝5鹿 58 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 クビ 24．4�
22 セイウンコレット 牝4黒鹿58 草野 太郎西山 茂行氏 鈴木 伸尋 日高 メイプルファーム 474＋123：37．2クビ 53．3	
68 	 トウケイゴールド 牡5鹿 60 黒岩 悠木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 496＋103：37．83
 6．3

44 ルペールノエル 牡5黒鹿60 高田 潤 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 516＋ 2 〃 ハナ 5．1�
69 ウメジマダイオー 牡6鹿 60 石神 深一村田 滋氏 星野 忍 平取 高橋 啓 508＋103：38．12 31．2�
812	 カシノデューク 牡6栗 60 蓑島 靖典柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 494－ 23：38．73
 56．9
710 ドリームハヤテ 牡5鹿 60 熊沢 重文ライオンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 494－ 73：38．91� 19．6�
56 	 トーセンソユーズ 牡4栗 60 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 千代田牧場 498＋ 83：39．0
 2．4�
11 マイネルゼーラフ 牡4青鹿60 山本 康志 �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 490± 03：39．21
 7．4�
711	 クリノテンペスタ 牡8栗 60 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 476＋ 23：39．83
 273．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，635，100円 複勝： 27，000，800円 枠連： 16，478，900円
馬連： 59，356，500円 馬単： 32，468，400円 ワイド： 29，279，200円
3連複： 78，410，000円 3連単： 123，354，900円 計： 390，983，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，840円 複 勝 � 730円 � 1，560円 � 240円 枠 連（4－5） 660円

馬 連 �� 44，060円 馬 単 �� 81，990円

ワ イ ド �� 8，810円 �� 1，940円 �� 4，380円

3 連 複 ��� 58，630円 3 連 単 ��� 468，230円

票 数

単勝票数 計 246351 的中 � 6919（8番人気）
複勝票数 計 270008 的中 � 8996（8番人気）� 3984（12番人気）� 35874（3番人気）
枠連票数 計 164789 的中 （4－5） 19315（1番人気）
馬連票数 計 593565 的中 �� 1044（58番人気）
馬単票数 計 324684 的中 �� 297（117番人気）
ワイド票数 計 292792 的中 �� 846（57番人気）�� 3957（23番人気）�� 1717（43番人気）
3連複票数 計 784100 的中 ��� 1003（126番人気）
3連単票数 計1233549 的中 ��� 191（796番人気）
上り 1マイル 1：48．1 4F 54．0－3F 40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アシュヴィン �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Machiavellian デビュー 2011．9．19 阪神4着

2009．3．2生 �6栗 母 Crazy Volume 母母 Desert Ease 障害：7戦3勝 賞金 40，341，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



25069 9月26日 曇 稍重 （27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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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

810 スティーグリッツ 牡3栗 54 内田 博幸�G1レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504＋ 62：35．5 2．8�
33 フジマサエンペラー 牡6黒鹿57 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 502＋ 62：35．6� 24．5�
55 ヤマニンボワラクテ 	4鹿 57 横山 典弘土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 480－10 〃 アタマ 5．2�
67 ルミナスレッド 牝6鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 82：35．81� 127．5�
78 サトノレオパード 	6鹿 57 柴田 善臣里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514－ 2 〃 ハナ 49．7�
22 レッドルーラー 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 490± 02：35．9クビ 12．4	
811 フェスティヴイェル 牡4黒鹿57 田中 勝春臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 502＋14 〃 クビ 18．1

79 ポトマックリバー 牡3芦 54 北村 宏司吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 484＋ 82：36．0クビ 3．3�
66 カ ー マ イ ン 牡7鹿 57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：36．42� 63．7
11 パリソワール 牡6栗 57 丸田 恭介丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 432± 02：36．5クビ 131．9�
44 ディスキーダンス 牡4栗 57 蛯名 正義 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 462＋ 4 〃 ハナ 5．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，458，500円 複勝： 60，645，900円 枠連： 20，836，200円
馬連： 112，686，800円 馬単： 55，410，100円 ワイド： 50，537，300円
3連複： 129，934，200円 3連単： 224，122，400円 計： 698，631，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 380円 � 180円 枠 連（3－8） 2，850円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 5，520円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 370円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 26，380円

票 数

単勝票数 計 444585 的中 � 124216（1番人気）
複勝票数 計 606459 的中 � 137731（1番人気）� 30592（7番人気）� 87848（4番人気）
枠連票数 計 208362 的中 （3－8） 5652（11番人気）
馬連票数 計1126868 的中 �� 21879（15番人気）
馬単票数 計 554101 的中 �� 7526（21番人気）
ワイド票数 計 505373 的中 �� 8716（17番人気）�� 39498（2番人気）�� 8680（18番人気）
3連複票数 計1299342 的中 ��� 19512（19番人気）
3連単票数 計2241224 的中 ��� 6159（95番人気）

ハロンタイム 7．4―11．7―12．7―12．7―13．2―14．1―12．5―12．7―12．1―11．7―11．3―11．4―12．0

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―19．1―31．8―44．5―57．7―1：11．8―1：24．3―1：37．0―1：49．1―2：00．8―2：12．1―2：23．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スティーグリッツ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．10．4 阪神1着

2012．2．2生 牡3栗 母 サンタフェソレイユ 母母 サンタフェトレイル 6戦3勝 賞金 40，742，000円

25070 9月26日 曇 不良 （27中山4）第6日 第10競走 ��
��1，800�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54�4歳以上57�，牝馬2�減

茨城新聞社賞（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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

36 パワーポケット 牡3黒鹿54 三浦 皇成柳原 達也氏 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 534＋141：50．2 5．9�
35 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 494＋ 41：50．41	 4．5�
510 トミケンシャルゴー 牡3鹿 54 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 和田正一郎 日高 豊洋牧場 514± 01：51．14 22．2�
815 メイプルレインボー 牡3栗 54 長岡 禎仁節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 490＋ 21：51．2
 42．4�
23 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 522＋ 61：51．3
 5．9�
12 ロ ジ テ ー ル 牡6鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 472＋ 21：51．4� 29．4�
59 イーデンホール 牡3栗 54 吉田 豊	G1レーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 494＋101：51．61
 5．3

48 アイアイエンデバー 牡6黒鹿57 田中 勝春齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新冠 つつみ牧場 464± 01：51．7
 255．2�
611 ロンギングエース 牡5鹿 57 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム B508＋ 21：51．8
 10．9�
11 サヴァティアーノ �4黒鹿57 柴山 雄一 シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 516＋ 21：51．9
 17．8�
24 マドリードカフェ 牡4黒鹿57 吉田 隼人 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 チャンピオン

ズファーム 514＋ 41：52．53
 28．4�
714 ショウナンカサロ 牝3青鹿52 蛯名 正義国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 B444－ 81：52．6
 44．8�
47 ニットウビクトリー 牡6鹿 57 柴田 善臣日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 484± 01：52．7
 33．1�
816 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± 01：52．91
 13．4�
713 サンライズホーム 牡4青鹿57 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 484＋ 21：53．0
 13．9�
612 ホワイトフリート 牡5芦 57 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 470－ 61：53．1
 47．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，442，700円 複勝： 85，791，400円 枠連： 41，886，700円
馬連： 162，105，500円 馬単： 66，819，400円 ワイド： 76，954，800円
3連複： 221，849，800円 3連単： 271，857，200円 計： 974，707，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 250円 � 160円 � 540円 枠 連（3－3） 2，020円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 710円 �� 3，270円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 17，420円 3 連 単 ��� 82，360円

票 数

単勝票数 計 474427 的中 � 63390（4番人気）
複勝票数 計 857914 的中 � 86317（4番人気）� 170131（1番人気）� 32815（10番人気）
枠連票数 計 418867 的中 （3－3） 16059（8番人気）
馬連票数 計1621055 的中 �� 68327（3番人気）
馬単票数 計 668194 的中 �� 14194（6番人気）
ワイド票数 計 769548 的中 �� 29439（4番人気）�� 5867（45番人気）�� 7354（29番人気）
3連複票数 計2218498 的中 ��� 9549（54番人気）
3連単票数 計2718572 的中 ��� 2393（243番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．9―12．6―11．7―12．1―11．9―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．9―49．5―1：01．2―1：13．3―1：25．2―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．9
1
3
6，10，3，4（1，5）（2，15）16（9，13）14，11，12，8－7
6，10（3，5，4）16（1，15）（9，12）2（11，13）14（8，7）

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

勝馬の
紹 介

パワーポケット �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 タマモクロス デビュー 2014．9．13 阪神5着

2012．4．1生 牡3黒鹿 母 タカラグリーン 母母 グリーンソング 10戦3勝 賞金 38，289，000円
※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 ヤンキーソヴリン号
（非抽選馬） 8頭 クリノダイスーシー号・ディーエスコマンド号・ニシノゲンキマル号・フジインザスカイ号・マイネルマルシェ号・

マユキ号・メジャーステップ号・ラブミークン号



25071 9月26日 晴 良 （27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，26．9．27以降27．9．21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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

47 ヤサカオディール 牝6黒鹿52 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 452－ 41：07．9 36．0�
510 カシノワルツ 牝5黒鹿52 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B450－ 4 〃 クビ 64．1�
59 アブマーシュ 牝6鹿 52 丸山 元気伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 490＋ 21：08．0クビ 13．2�
23 マルヨバクシン 牝3栗 52 川須 栄彦野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 486－101：08．21� 3．0�
12 サンブルエミューズ 牝5栗 53 戸崎 圭太 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム B460＋ 6 〃 クビ 4．4�
612 メイショウハガクレ 牡6鹿 53 江田 照男松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 474＋ 21：08．3クビ 71．6	
24 ユキノアイオロス �7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 484＋14 〃 クビ 16．1

48 マンボネフュー 牡5青 56 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486－ 4 〃 ハナ 20．0�

815 ファントムロード �7鹿 55 田辺 裕信�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 488＋ 6 〃 アタマ 9．2
816 ブルーストーン 牝4黒鹿54 吉田 隼人 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 464± 01：08．4クビ 38．0�
611 エターナルムーン 牝5鹿 52 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 480－ 41：08．5	 83．6�
713 フォーエバーモア 牝4栗 55 蛯名 正義 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 474＋16 〃 クビ 5．8�
36 シンジュボシ 牝5栗 52 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 492－ 4 〃 ハナ 28．2�
11 プリンセスムーン 牝5栗 53 津村 明秀玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B496± 01：08．92	 11．5�
714 ラフレーズカフェ 牝6青鹿51 村田 一誠西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 492－ 21：09．0	 103．0�
35 フルヒロボーイ 牡6鹿 55 嘉藤 貴行古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 536± 01：10．06 262．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 79，014，500円 複勝： 115，547，900円 枠連： 67，325，200円
馬連： 295，993，300円 馬単： 128，787，200円 ワイド： 127，989，400円
3連複： 402，671，800円 3連単： 612，776，400円 計： 1，830，105，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，600円 複 勝 � 890円 � 1，240円 � 380円 枠 連（4－5） 5，720円

馬 連 �� 62，230円 馬 単 �� 109，380円

ワ イ ド �� 11，770円 �� 4，570円 �� 9，690円

3 連 複 ��� 250，830円 3 連 単 ��� 1，874，520円

票 数

単勝票数 計 790145 的中 � 17543（10番人気）
複勝票数 計1155479 的中 � 32892（11番人気）� 23046（12番人気）� 88622（5番人気）
枠連票数 計 673252 的中 （4－5） 9116（22番人気）
馬連票数 計2959933 的中 �� 3686（91番人気）
馬単票数 計1287872 的中 �� 883（167番人気）
ワイド票数 計1279894 的中 �� 2796（85番人気）�� 7275（51番人気）�� 3400（78番人気）
3連複票数 計4026718 的中 ��� 1204（367番人気）
3連単票数 計6127764 的中 ��� 237（2195番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．0―11．2―11．4―12．0

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．6
3 ・（2，7）－16（3，10）（6，13）（1，8，9）－（5，12，15）11（4，14） 4 2，7（3，16）10，6，13（1，8，9）15，12（5，4，11，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヤサカオディール �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2011．11．19 東京5着

2009．5．17生 牝6黒鹿 母 ヴァドヴィーツェ 母母 コンクラーベ 34戦4勝 賞金 59，312，000円
〔制裁〕 プリンセスムーン号の騎手津村明秀は，3コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて過怠金

30，000円。（被害馬：3番・6番・13番）
※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 インスペード号

25072 9月26日 晴 不良 （27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 7，500，000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

36 クリノコマチ 牝4栗 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 458＋ 61：10．5 32．5�
12 カシノスティーヴ 牡4栗 57 柴山 雄一柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 510＋ 4 〃 クビ 16．1�
612 サビーナクレスタ �4鹿 57 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 486－ 41：10．6クビ 22．2�
11 メイショウカノン 牡4青鹿57 蛯名 正義松本 好�氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 472－ 21：10．81� 2．4�
815 ツウローゼズ 牝3黒鹿 53

50 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 460＋ 8 〃 クビ 7．3	
24 ドラゴンビューティ 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 506＋ 21：10．9クビ 5．5

510 スマイルハッピー 牝3鹿 53 吉田 隼人臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 432＋ 41：11．11� 57．3�
611 ウエスタンユーノー 牝4芦 55 柴田 善臣西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 490－ 4 〃 アタマ 7．5�
816 スイートガーデン 牝4鹿 55 田辺 裕信田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 496＋ 21：11．2� 12．4
59 セ イ ク ラ ベ 牝5青鹿 55

53 △石川裕紀人江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 安達 洋生 478＋ 2 〃 クビ 129．8�
714 ザショットアロー 牡5鹿 57 木幡 初広�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 508＋ 21：11．4	 14．6�
23 セカイノカナ 牝5芦 55 武士沢友治泉 一郎氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本牧場 454＋ 41：11．5	 257．4�
47 オージーアイドル 牝3鹿 53 大野 拓弥窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 アタマ 42．9�
713 デルマオソマツ 牡4黒鹿57 横山 和生浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 474＋ 21：11．71 32．2�
48 ソワンドタイガー 牡3栗 55 松岡 正海西村 静子氏 伊藤 伸一 新ひだか 小河 豊水 478＋ 41：12．23 121．9�
35 フジマサジャンボ 牡3青鹿55 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B446－141：12．51	 48．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，020，300円 複勝： 83，441，900円 枠連： 46，482，000円
馬連： 203，452，300円 馬単： 72，490，700円 ワイド： 86，930，700円
3連複： 208，885，900円 3連単： 319，651，100円 計： 1，081，354，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，250円 複 勝 � 910円 � 490円 � 630円 枠 連（1－3） 2，190円

馬 連 �� 22，070円 馬 単 �� 36，460円

ワ イ ド �� 5，360円 �� 7，810円 �� 3，910円

3 連 複 ��� 106，280円 3 連 単 ��� 673，680円

票 数

単勝票数 計 600203 的中 � 14738（10番人気）
複勝票数 計 834419 的中 � 23141（9番人気）� 47381（7番人気）� 35216（8番人気）
枠連票数 計 464820 的中 （1－3） 16435（11番人気）
馬連票数 計2034523 的中 �� 7601（54番人気）
馬単票数 計 724907 的中 �� 1491（91番人気）
ワイド票数 計 869307 的中 �� 4184（51番人気）�� 2861（67番人気）�� 5767（39番人気）
3連複票数 計2088859 的中 ��� 1474（218番人気）
3連単票数 計3196511 的中 ��� 344（1309番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―11．7―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．5―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．7
3 ・（12，16）6（5，10，15）（2，14，11）－（8，4）1（3，7，9，13） 4 ・（12，16）6（10，15）2（5，14）（4，11）（8，1，13）3（7，9）

勝馬の
紹 介

クリノコマチ �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2013．8．25 函館1着

2011．2．11生 牝4栗 母 コパノマルコリーニ 母母 ステファーナ 24戦2勝 賞金 43，836，000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） 6頭 ダイメイリシャール号・ツクバインパクト号・ニシノイナズマ号・ベラフォレスタ号・ワイルドジーク号・

ワイルドダラー号
（非抽選馬） 2頭 ジュエルアラモード号・バシニアティヴ号



（27中山4）第6日 9月26日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
不良

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

210，870，000円
2，080，000円
7，520，000円
1，720，000円
18，960，000円
66，088，250円
5，410，600円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
446，353，300円
687，054，300円
316，257，500円
1，266，339，300円
591，242，100円
614，934，300円
1，604，876，200円
2，324，248，400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 7，851，305，400円

総入場人員 16，205名 （有料入場人員 14，371名）
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