
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

25001 9月7日 曇 稍重 （25中山4）第1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

35 エ キ マ エ 牡2鹿 54 柴山 雄一古川 智洋氏 中川 公成 新冠 アラキフアーム 492－ 61：56．3 12．3�
23 ボンジュールキラリ 牡2黒鹿54 三浦 皇成田中善次郎氏 高木 登 日高 道見牧場 486－ 41：56．93� 7．8�
712 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＋ 8 〃 ハナ 8．1�
22 リンガスアリュール 牝2栗 54 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 508－ 21：57．32� 1．8�
59 ラフェットデメール 牝2黒鹿54 江田 照男大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 438± 01：57．93� 29．6�
47 ニシノモリンガ 牡2栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 450－ 61：58．11 27．8�
58 キングオブキック 牡2栗 54

51 ▲山崎 亮誠北原光一郎氏 畠山 重則 浦河 上山牧場 460－ 21：58．2クビ 276．1	
610 バイタルワンダー �2青鹿 54

53 ☆嶋田 純次伊東 純一氏 尾形 充弘 日高 メイプルファーム 452＋ 2 〃 クビ 9．8

814 ガ ラ ハ ッ ド �2青鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 436－ 81：59．26 168．1�
34 ゴールドクレセント 牡2鹿 54 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 460－ 41：59．3� 28．9�
611 カ プ チ ー ノ 牡2鹿 54 石橋 脩小野 博郷氏 柴田 政人 新ひだか 稲葉牧場 446± 01：59．72� 85．9
46 ヤギリヒマワリ 牝2鹿 54 宮崎 北斗内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 438＋ 62：00．87 44．1�
815 フィアスゴッド 牡2栗 54 武士沢友治手嶋 康雄氏 松永 康利 浦河 村下農場 442－ 22：01．11� 67．2�
11 ネイティヴコード 牝2鹿 54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 82：01．84 11．9�
713 アルビセレステ 牡2黒鹿54 西田雄一郎 �サンデーレーシング 小島 太 安平 ノーザンファーム B472＋ 42：03．6大差 140．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，011，700円 複勝： 42，341，200円 枠連： 13，575，500円
馬連： 49，758，400円 馬単： 35，778，900円 ワイド： 26，426，400円
3連複： 69，327，500円 3連単： 121，099，200円 計： 381，318，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 340円 � 280円 � 310円 枠 連（2－3） 650円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 8，280円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 1，070円 �� 860円

3 連 複 ��� 7，360円 3 連 単 ��� 52，670円

票 数

単勝票数 計 230117 的中 � 14805（6番人気）
複勝票数 計 423412 的中 � 32765（5番人気）� 41243（3番人気）� 36622（4番人気）
枠連票数 計 135755 的中 （2－3） 15625（2番人気）
馬連票数 計 497584 的中 �� 9838（15番人気）
馬単票数 計 357789 的中 �� 3192（29番人気）
ワイド票数 計 264264 的中 �� 5774（17番人気）�� 6089（16番人気）�� 7718（8番人気）
3連複票数 計 693275 的中 ��� 6954（27番人気）
3連単票数 計1210992 的中 ��� 1697（154番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．8―13．2―13．2―12．9―13．2―13．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．2―50．4―1：03．6―1：16．5―1：29．7―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ キ マ エ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．7．21 函館3着

2011．5．15生 牡2鹿 母 ローレルシャイン 母母 アラマサゴールド 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネイティヴコード号・アルビセレステ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

10月7日まで平地競走に出走できない。

25002 9月7日 曇 良 （25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
1：33．1

良
良

57 ライアンセンス 牡2鹿 54 石橋 脩林 正道氏 田村 康仁 洞爺湖 レイクヴィラファーム 512－ 81：34．7 4．5�
68 リクエストアワー 牝2栗 54 内田 博幸 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 442＋ 41：35．02 1．7�
44 クリノイザナミ 牝2青 54 北村 宏司栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 408－ 41：35．21� 10．7�
69 マイネルクリアー 牡2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 浦河 浦河小林牧場 462± 01：35．52 127．8�
710 クロスソード 牡2鹿 54 大野 拓弥 �グリーンファーム黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 460＋ 41：35．71� 36．4	
33 セクシイガール 牝2鹿 54

51 ▲山崎 亮誠平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 456＋ 21：35．91� 299．0

56 エストゥペンド 牡2鹿 54 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 490－ 21：36．0クビ 74．2�
22 ラ ラ ラ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 432± 0 〃 ハナ 61．1�
812 ア オ チ ャ ン 牝2青 54

51 ▲伴 啓太山本 武司氏 高市 圭二 新冠 中本 隆志 432－ 41：36．1� 123．1
11 ヴィーグジャンプ 牡2栗 54 松岡 正海栗山 良子氏 土田 稔 日高 新井 昭二 438＋ 61：36．2� 203．5�
813 コスモリリパット 牡2栗 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 和田 正道 日高 瀬戸牧場 442－ 41：36．41� 17．9�
45 ホッコーパイン 牡2栗 54 三浦 皇成矢部 幸一氏 松永 康利 日高 川端 正博 496－ 21：39．6大差 23．3�
711 カヴァリエール 牡2鹿 54 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 470± 01：49．1大差 5．5�
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売 得 金
単勝： 23，518，600円 複勝： 45，033，700円 枠連： 12，383，800円
馬連： 44，214，400円 馬単： 34，507，800円 ワイド： 22，231，600円
3連複： 54，335，200円 3連単： 110，479，000円 計： 346，704，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 110円 � 180円 枠 連（5－6） 380円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 190円 �� 460円 �� 260円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 4，490円

票 数

単勝票数 計 235186 的中 � 41385（2番人気）
複勝票数 計 450337 的中 � 65091（2番人気）� 216459（1番人気）� 40165（4番人気）
枠連票数 計 123838 的中 （5－6） 24335（1番人気）
馬連票数 計 442144 的中 �� 82622（1番人気）
馬単票数 計 345078 的中 �� 25549（3番人気）
ワイド票数 計 222316 的中 �� 34725（1番人気）�� 10073（6番人気）�� 21265（3番人気）
3連複票数 計 543352 的中 ��� 48285（2番人気）
3連単票数 計1104790 的中 ��� 18164（10番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―11．7―12．0―11．9―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．4―47．1―59．1―1：11．0―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ライアンセンス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．18 新潟6着

2011．5．3生 牡2鹿 母 メジロルルド 母母 メジロドーベル 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔調教再審査〕 カヴァリエール号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ホッコーパイン号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症。なお，同馬は予後不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カヴァリエール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月7日まで平地競

走に出走できない。

第４回 中山競馬 第１日



25003 9月7日 曇 稍重 （25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

23 ナムライッポン 牡3黒鹿56 武士沢友治奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 464＋ 81：12．4 1．9�
815 ラッドルチェンド 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム B476－ 2 〃 アタマ 19．8�
36 ベルベットカッツェ 牝3栗 54 津村 明秀吉岡 泰治氏 和田正一郎 新ひだか 増本牧場 472＋141：13．03� 113．3�
510 ファットタイム 牡3栗 56 柴田 善臣阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 対馬 正 482＋ 21：13．21� 15．1�
35 マイステージ 牝3鹿 54 内田 博幸�酒井牧場 木村 哲也 浦河 酒井牧場 442－ 61：13．3クビ 11．5�
713 タイキオーラム 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�大樹ファーム 二ノ宮敬宇 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 406－ 2 〃 ハナ 139．2	

611 ティンパニー 牝3栗 54
51 ▲花田 大昂難波 経雄氏 田島 俊明 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 2 〃 クビ 4．2

714 モストヴェルデ 牡3鹿 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B460± 01：13．72� 9．1�
612 マジックゲーム 牝3栗 54 吉田 隼人北洋レーシング 天間 昭一 浦河 岡本 昌市 424－221：13．9� 68．8�
47 ケンブリッジリアル 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 416＋261：14．21� 228．0

11 ピースロード 牡3鹿 56 黛 弘人久米田正平氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 468－ 8 〃 アタマ 49．8�
12 スプリングマジック 牡3鹿 56 石橋 脩加藤 春夫氏 菊沢 隆徳 様似 様似共栄牧場 498＋ 6 〃 クビ 13．1�
24 ガ ン シ ッ プ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真円城 幸男氏 根本 康広 池田（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432－ 61：14．3クビ 263．1�

59 コウヨウミラクル 牡3鹿 56 北村 宏司寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 432－ 81：14．62 70．6�
48 バンブトンサン 牝3栗 54 江田 照男樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 馬道 繁樹 470－141：15．13 409．4�
816 ポッドジャンヌ 牝3鹿 54 柴田 大知小川眞査雄氏 大竹 正博 新ひだか 下屋敷牧場 488－121：15．2クビ 68．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，633，700円 複勝： 35，679，800円 枠連： 13，654，200円
馬連： 50，487，600円 馬単： 32，612，000円 ワイド： 25，451，400円
3連複： 62，870，400円 3連単： 108，333，400円 計： 352，722，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 540円 � 1，840円 枠 連（2－8） 1，570円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 880円 �� 2，570円 �� 19，150円

3 連 複 ��� 45，990円 3 連 単 ��� 187，680円

票 数

単勝票数 計 236337 的中 � 101400（1番人気）
複勝票数 計 356798 的中 � 124415（1番人気）� 12954（7番人気）� 3363（13番人気）
枠連票数 計 136542 的中 （2－8） 6444（7番人気）
馬連票数 計 504876 的中 �� 14777（9番人気）
馬単票数 計 326120 的中 �� 6371（14番人気）
ワイド票数 計 254514 的中 �� 7530（10番人気）�� 2416（26番人気）�� 315（73番人気）
3連複票数 計 628704 的中 ��� 1009（98番人気）
3連単票数 計1083334 的中 ��� 426（404番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．5―12．5―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．1―46．6―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムライッポン �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2013．3．16 中山2着

2010．3．21生 牡3黒鹿 母 ナ ム ラ ハ ル 母母 フジミソレント 6戦1勝 賞金 11，440，000円
〔制裁〕 ガンシップ号の騎手原田和真は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5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。
（非抽選馬） 1頭 ウシュマル号

25004 9月7日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（25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

11 � トーセンプラチナ 牡4鹿 60 石神 深一島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム 470± 03：11．7 28．5�

33 � ラインミッシェル 牝4鹿 58 大江原 圭大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 上村 清志 434－ 43：13．29 3．6�
66 ツクバヤマノオー �4青 60 上野 翔荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 512＋ 43：13．94 10．4�
810 マテンロウカフェ 牡5黒鹿60 横山 義行西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 508－103：14．0� 5．3�
77 ビッグプレゼンター 牡4鹿 60

57 ▲原田 和真西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 480＋ 43：15．8大差 22．3�
89 ヤ ラ マ イ カ 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐内藤 好江氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 518－ 63：16．11� 2．6	
78 ブラックテラー 牡3栗 58 高野 和馬小川 敏夫氏 小桧山 悟 新ひだか 石川 栄一 476＋ 63：16．41� 74．0

22 プロヴィデンス 牡7鹿 60 金子 光希臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 532＋223：40．2大差 16．6�
44 プラサスティ 牡3栗 58 草野 太郎山上 和良氏 加藤 和宏 新ひだか 由利 徳之 458－14 （競走中止） 39．7�
55 タマモダイナミック 牡5鹿 60 林 満明タマモ 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 514－16 （競走中止） 7．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 15，405，100円 複勝： 22，919，000円 枠連： 11，279，500円
馬連： 34，268，100円 馬単： 26，599，900円 ワイド： 15，148，800円
3連複： 45，533，300円 3連単： 94，569，600円 計： 265，723，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，850円 複 勝 � 530円 � 170円 � 300円 枠 連（1－3） 5，270円

馬 連 �� 4，480円 馬 単 �� 10，980円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 2，430円 �� 590円

3 連 複 ��� 10，300円 3 連 単 ��� 97，890円

票 数

単勝票数 計 154051 的中 � 4271（8番人気）
複勝票数 計 229190 的中 � 9455（8番人気）� 44424（2番人気）� 19311（5番人気）
枠連票数 計 112795 的中 （1－3） 1581（15番人気）
馬連票数 計 342681 的中 �� 5657（17番人気）
馬単票数 計 265999 的中 �� 1788（38番人気）
ワイド票数 計 151488 的中 �� 3483（16番人気）�� 1461（28番人気）�� 6758（7番人気）
3連複票数 計 455333 的中 ��� 3264（35番人気）
3連単票数 計 945696 的中 ��� 713（261番人気）
上り 1マイル 1：47．5 4F 52．3－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�トーセンプラチナ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス

2009．3．16生 牡4鹿 母 トーセンサファイア 母母 ミスディファレンス 障害：4戦1勝 賞金 7，000，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 タマモダイナミック号は，1周目5号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
プラサスティ号は，2周目5号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

追 加 記 事（第 4回函館競馬第 5日第 4競走）
〔その他〕　　タイセイスカイ号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。



25005 9月7日 曇 良 （25中山4）第1日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・右・外）

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

610 フリュクティドール 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 日高 戸川牧場 414 ―1：09．6 8．1�
712 コスモピンチョス 牡2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 長浜 秀昭 466 ―1：10．34 25．7�
58 ショウナンアチーヴ 牡2黒鹿54 戸崎 圭太国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478 ―1：10．51� 1．6�
711 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 486 ― 〃 ハナ 7．0�
46 ノスタルジック 牝2鹿 54 松岡 正海山本 武司氏 高市 圭二 新冠 村上 雅規 474 ―1：10．6クビ 36．1�
69 ルイアイザック 牡2鹿 54 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 新冠 高瀬牧場 438 ― 〃 ハナ 25．8	
22 モアアンドモア 牝2鹿 54 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 442 ― 〃 ハナ 14．8

813 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 442 ―1：10．92 85．0�
814 ギンザプレスト 牝2黒鹿54 石橋 脩有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 大柳ファーム 432 ― 〃 ハナ 11．9�
34 アウラグリーン 牝2鹿 54 丸山 元気斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 408 ―1：11．0クビ 157．0
11 バラノカオリ 牝2栗 54 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 456 ―1：12．06 99．8�
45 メ ニ ア オ バ 牝2鹿 54 大野 拓弥江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 452 ―1：12．63� 25．6�
57 デルマラムチャン 牝2青鹿54 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 412 ―1：12．81� 133．7�
33 タイムトラベラー 牝2黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 城地 清満 432 ―1：13．01 168．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，660，300円 複勝： 48，423，800円 枠連： 15，216，900円
馬連： 44，416，900円 馬単： 36，684，000円 ワイド： 21，856，400円
3連複： 55，396，800円 3連単： 108，006，600円 計： 353，661，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 210円 � 390円 � 110円 枠 連（6－7） 1，410円

馬 連 �� 7，830円 馬 単 �� 16，020円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 300円 �� 650円

3 連 複 ��� 3，450円 3 連 単 ��� 42，970円

票 数

単勝票数 計 236603 的中 � 23181（3番人気）
複勝票数 計 484238 的中 � 36951（3番人気）� 15330（7番人気）� 270728（1番人気）
枠連票数 計 152169 的中 （6－7） 8020（6番人気）
馬連票数 計 444169 的中 �� 4188（22番人気）
馬単票数 計 366840 的中 �� 1690（36番人気）
ワイド票数 計 218564 的中 �� 2750（19番人気）�� 20609（2番人気）�� 8007（6番人気）
3連複票数 計 553968 的中 ��� 11861（10番人気）
3連単票数 計1080066 的中 ��� 1855（113番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―11．5―11．6―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．4―34．9―46．5―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フリュクティドール �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

2011．2．17生 牝2鹿 母 パラダイスチェリー 母母 デーエスソロン 1戦1勝 賞金 7，000，000円

25006 9月7日 曇 稍重 （25中山4）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

44 キープザサミット 牝3黒鹿54 内田 博幸�G1レーシング 戸田 博文 池田（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448＋ 41：56．1 5．5�

55 バレルウェーブ 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 ファニーフレンズファーム 484－ 81：57．48 6．6�

11 ワンショット 牡3鹿 56 武士沢友治宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 470－ 41：57．5� 87．2�
89 オ ベ ロ ン �3鹿 56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 466－ 81：57．6クビ 1．9�
78 ガイディングライト 牡3鹿 56

54 △横山 和生 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B488－ 6 〃 クビ 36．0	

810 ストーリーライン 牝3栗 54 吉田 豊飯田 良枝氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 486－ 41：57．7クビ 15．4

66 ロマンデラローズ 牝3鹿 54 柴田 大知西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B480＋ 8 〃 クビ 17．6�
77 グランドアゲン 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 464－ 21：57．9� 81．8�

33 キッズラルナ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太瀬谷 雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 440－121：58．43 4．5�
22 スイートマズルカ 牝3黒鹿 54

51 ▲花田 大昂シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B452± 01：58．5� 131．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 20，982，200円 複勝： 32，879，100円 枠連： 11，950，800円
馬連： 42，493，100円 馬単： 35，327，400円 ワイド： 21，167，800円
3連複： 52，577，800円 3連単： 122，668，500円 計： 340，046，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 210円 � 1，680円 枠 連（4－5） 1，670円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 430円 �� 4，320円 �� 4，590円

3 連 複 ��� 31，780円 3 連 単 ��� 139，500円

票 数

単勝票数 計 209822 的中 � 30063（3番人気）
複勝票数 計 328791 的中 � 49954（2番人気）� 47755（4番人気）� 3825（9番人気）
枠連票数 計 119508 的中 （4－5） 5308（9番人気）
馬連票数 計 424931 的中 �� 18892（8番人気）
馬単票数 計 353274 的中 �� 7649（14番人気）
ワイド票数 計 211678 的中 �� 13641（4番人気）�� 1135（30番人気）�� 1068（33番人気）
3連複票数 計 525778 的中 ��� 1221（55番人気）
3連単票数 計1226685 的中 ��� 649（255番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．0―13．1―12．4―12．6―13．2―13．1―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．6―50．7―1：03．1―1：15．7―1：28．9―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．4
1
3
4，6，9（2，7）5，8，3－10－1
4（6，9，8）（2，7）5－（3，10）－1

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

勝馬の
紹 介

キープザサミット �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 エアジハード デビュー 2013．5．4 新潟12着

2010．4．23生 牝3黒鹿 母 キープクワイエット 母母 ビーサイレント 4戦1勝 賞金 4，690，000円



25007 9月7日 曇 良 （25中山4）第1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
1：58．0
1：56．1

良
良

713 コーラルタワー 牡3黒鹿56 丹内 祐次田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか 鳥谷 勝彦 438＋ 22：01．3 15．8�
48 スワンソング 牝3鹿 54

52 △横山 和生 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460＋ 62：01．51� 4．6�

11 リ ッ プ ル 牝3鹿 54 柴山 雄一 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 434－ 6 〃 ハナ 30．9�

714 アンスーリール 牝3鹿 54
51 ▲長岡 禎仁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 434± 02：01．6� 17．7�
12 スイートクラウン 牝3栗 54 西村 太一谷田 元彦氏 新開 幸一 新ひだか 福岡 清 B484－162：01．7� 44．9�
47 モンビジュー 牝3栗 54 戸崎 圭太大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 448＋ 2 〃 クビ 24．7	
611 コウヨウセレクト 牡3栗 56 江田 照男寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 B486－102：01．8� 25．6

24 レッドレイラ 牝3鹿 54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 浦河 鎌田 正嗣 434－ 8 〃 アタマ 51．1�
36 ヤマニントルシュ 牝3栗 54

51 ▲花田 大昂土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 420＋ 82：01．9クビ 154．7�
817 ペッパーベリー 牝3鹿 54 田辺 裕信原 	子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 448－ 2 〃 クビ 25．9
510 アムールバニヤン 牝3鹿 54 吉田 豊飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 406－182：02．0クビ 191．7�
715 トランプクイーン 牝3鹿 54 松岡 正海 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 416－ 8 〃 アタマ 33．2�
816 レッドベルフィーユ 牝3栗 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 410± 02：02．1� 2．3�
35 ショウナンマリッジ 牝3鹿 54 柴田 大知国本 哲秀氏 伊藤 大士 日高 中原牧場 424－ 22：02．52� 198．5�
818 プリンサプル 牡3鹿 56 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 浦河 櫛桁牧場 486－102：02．7
 15．8�
59 サンヴァレリアン 牡3鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 438－102：02．91� 6．0�
23 エッフェルスパーク 牝3鹿 54 武士沢友治飯田 良枝氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 426－ 22：03．64 259．3�
612 トーアアナスタシア 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠高山ランド� 奥平 雅士 豊浦トーア牧場 452－ 82：03．7� 295．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，313，600円 複勝： 48，454，000円 枠連： 26，141，000円
馬連： 74，409，100円 馬単： 43，619，200円 ワイド： 34，421，000円
3連複： 94，828，300円 3連単： 152，017，900円 計： 503，204，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 400円 � 200円 � 710円 枠 連（4－7） 1，370円

馬 連 �� 3，840円 馬 単 �� 8，410円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 5，680円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 32，430円 3 連 単 ��� 203，250円

票 数

単勝票数 計 293136 的中 � 14710（4番人気）
複勝票数 計 484540 的中 � 30266（6番人気）� 77355（2番人気）� 15292（11番人気）
枠連票数 計 261410 的中 （4－7） 14182（6番人気）
馬連票数 計 744091 的中 �� 14320（12番人気）
馬単票数 計 436192 的中 �� 3829（30番人気）
ワイド票数 計 344210 的中 �� 6357（13番人気）�� 1459（56番人気）�� 4419（24番人気）
3連複票数 計 948283 的中 ��� 2158（99番人気）
3連単票数 計1520179 的中 ��� 552（579番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．9―36．3―48．8―1：01．7―1：13．6―1：25．6―1：37．4―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

コーラルタワー �
�
父 フサイチホウオー �

�
母父 アラムシャー デビュー 2013．1．13 中山5着

2010．3．18生 牡3黒鹿 母 エリザベスサクラ 母母 シ リ ー ズ 5戦1勝 賞金 5，800，000円
〔発走状況〕 トーアアナスタシア号は，馬場入場後に左前肢落鉄。発走時刻4分遅延。
〔制裁〕 ヤマニントルシュ号の騎手花田大昂は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：3番・

12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。
（非抽選馬） 1頭 アイアンフォックス号

25008 9月7日 曇 稍重 （25中山4）第1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 7，200，000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

710 コパノウィリアム 牡4鹿 57 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 B480＋ 41：53．9 5．5�
813 アンルーリー 牝3鹿 52 大野 拓弥ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 472± 01：54．64 6．1�
711 シルバーレイショウ 牡4芦 57

55 △横山 和生池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 522－ 2 〃 ハナ 3．3�

57 シンボリプロント 牡4黒鹿57 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 448＋ 6 〃 クビ 92．2�
11 ランブリングマン 牡3鹿 54 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 532＋ 41：54．7クビ 9．3�
56 アポロダッシュ 牡4栗 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 470＋101：54．91� 9．2�
69 シルクエルドール �4栗 57 石橋 脩有限会社シルク堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496－ 41：55．1� 12．2	
45 ダノンアイガー 牡3芦 54 田辺 裕信
ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 492＋ 21：55．42 4．8�
33 	 ショウナンハヤブサ 牡4栗 57 戸崎 圭太国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 B506－ 81：55．5
 16．9�
68 オズフェスト 牡5芦 57 柴山 雄一ターフ・スポート大竹 正博 浦河 小島牧場 496－ 41：55．82 58．5�
44 ト キ ノ ユ ウ 牡4鹿 57 村田 一誠岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 428－ 41：55．9
 223．5�
22 デ ル マ ベ ム 牡3栗 54

51 ▲伴 啓太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 450－ 61：56．11 181．3�
812 シシリアンルージュ 牝4栗 55 柴田 大知ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 458－ 41：56．2� 211．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，467，200円 複勝： 47，249，600円 枠連： 19，311，700円
馬連： 77，121，600円 馬単： 40，602，000円 ワイド： 30，598，800円
3連複： 80，743，900円 3連単： 145，844，500円 計： 465，939，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 190円 � 150円 枠 連（7－8） 550円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 520円 �� 320円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 9，790円

票 数

単勝票数 計 244672 的中 � 35397（3番人気）
複勝票数 計 472496 的中 � 75021（3番人気）� 60315（4番人気）� 90407（1番人気）
枠連票数 計 193117 的中 （7－8） 26372（2番人気）
馬連票数 計 771216 的中 �� 33897（6番人気）
馬単票数 計 406020 的中 �� 10681（9番人気）
ワイド票数 計 305988 的中 �� 13587（6番人気）�� 25584（1番人気）�� 20438（2番人気）
3連複票数 計 807439 的中 ��� 39757（2番人気）
3連単票数 計1458445 的中 ��� 11004（16番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―12．9―12．9―12．2―12．4―12．4―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―37．9―50．8―1：03．0―1：15．4―1：27．8―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コパノウィリアム �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2011．11．27 東京5着

2009．2．12生 牡4鹿 母 シースシルエット 母母 ラスターゲイン 19戦3勝 賞金 33，940，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 シルクエルドール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



25009 9月7日 曇 良 （25中山4）第1日 第9競走 ��
��1，800�ア ス タ ー 賞

発走14時35分 （芝・右）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．4
1：46．0

良
良

33 ウインマーレライ 牡2黒鹿54 丹内 祐次�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 61：51．5 1．9�
77 パシフィックギャル 牝2芦 54 内田 博幸吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 ハナ 4．2�
88 イ オ ラ ニ 牡2黒鹿54 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 484－ 21：51．71� 3．8�
55 ケイクエスト 牡2栗 54 戸崎 圭太山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 496＋ 21：51．91 12．0�
44 パイストロピカル 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 432± 01：52．21� 159．4	
11 コスモディクシー 牡2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 466－ 21：52．41� 18．8

66 ユールドゥー 牡2鹿 54 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 464－ 2 〃 アタマ 15．9�
22 ゾ ナ パ ラ 牝2鹿 54 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 浦河 丸幸小林牧場 420＋ 61：53．46 195．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 43，513，800円 複勝： 57，703，400円 枠連： 発売なし
馬連： 75，914，300円 馬単： 58，153，800円 ワイド： 24，833，000円
3連複： 73，733，500円 3連単： 249，103，200円 計： 582，955，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 150円 �� 150円 �� 180円

3 連 複 ��� 260円 3 連 単 ��� 980円

票 数

単勝票数 計 435138 的中 � 187749（1番人気）
複勝票数 計 577034 的中 � 265014（1番人気）� 88760（3番人気）� 93149（2番人気）
馬連票数 計 759143 的中 �� 161284（2番人気）
馬単票数 計 581538 的中 �� 85616（1番人気）
ワイド票数 計 248330 的中 �� 44001（1番人気）�� 43086（2番人気）�� 30862（3番人気）
3連複票数 計 737335 的中 ��� 210718（1番人気）
3連単票数 計2491032 的中 ��� 188137（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．7―38．4―51．9―1：04．8―1：17．4―1：29．1―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインマーレライ 
�
父 マツリダゴッホ 

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2013．6．9 東京2着

2011．4．15生 牡2黒鹿 母 コスモチェーロ 母母 Shorwon 3戦2勝 賞金 17，510，000円

25010 9月7日 曇 稍重 （25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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

33 ハコダテナイト 牡3栗 54 石橋 脩河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 506＋ 21：53．5 5．3�
22 トウショウギフト 牡4鹿 57 戸崎 圭太トウショウ産業� 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 528± 01：53．71 2．5�
55 ガ ム ラ ン 牡5青鹿57 北村 宏司 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 524－ 2 〃 クビ 4．5�
11 コスモイーチタイム 牡5栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 61：54．12� 20．8�
44 	 トーセンブリッツ 牡5青 57 吉田 隼人島川 	哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B458－ 81：54．2クビ 13．3

78 	 エイトプリンス 牡5栗 57 杉原 誠人河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 438± 0 〃 ハナ 60．4�
77 スギノハルバード 牡3鹿 54 内田 博幸杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 464－ 61：54．62� 4．7�
89 リベラルアーツ 
5黒鹿57 大野 拓弥�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 466－ 2 〃 クビ 12．6
66 ディアフォルティス 牡5黒鹿57 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中田 英樹 B480－ 81：55．55 54．5�

（9頭）
810 オーシュペール 牝4鹿 55 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 38，202，500円 複勝： 60，340，900円 枠連： 17，910，000円
馬連： 99，672，300円 馬単： 63，087，200円 ワイド： 37，480，300円
3連複： 114，381，700円 3連単： 257，238，900円 計： 688，313，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 130円 � 160円 枠 連（2－3） 730円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 300円 �� 410円 �� 260円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 5，510円

票 数

単勝票数 差引計 382025（返還計 237） 的中 � 57251（4番人気）
複勝票数 差引計 603409（返還計 275） 的中 � 88254（4番人気）� 153329（1番人気）� 98092（3番人気）
枠連票数 差引計 179100（返還計 130） 的中 （2－3） 18258（3番人気）
馬連票数 差引計 996723（返還計 2037） 的中 �� 103726（3番人気）
馬単票数 差引計 630872（返還計 1247） 的中 �� 29284（6番人気）
ワイド票数 差引計 374803（返還計 985） 的中 �� 32149（3番人気）�� 21037（6番人気）�� 37859（2番人気）
3連複票数 差引計1143817（返還計 4724） 的中 ��� 98380（2番人気）
3連単票数 差引計2572389（返還計 9892） 的中 ��� 34487（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．9―51．2―1：03．6―1：15．9―1：28．2―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハコダテナイト �
�
父 アルカセット �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．11．25 東京2着

2010．3．14生 牡3栗 母 ラヴリージョウ 母母 ラブラブジョウ 8戦3勝 賞金 33，645，000円
〔出走取消〕 オーシュペール号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。
〔制裁〕 スギノハルバード号の調教師高柳瑞樹は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。



25011 9月7日 曇 良 （25中山4）第1日 第11競走
トウカイテイオー追悼競走

��
��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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．0
1：56．1

良
良

713 セ キ シ ョ ウ 牝3青鹿54 吉田 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 486＋ 41：59．3 8．4�
35 リボントリコロール 牝3芦 54 横山 典弘 �グリーンファーム菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 444－ 41：59．51� 5．3�
611 モ モ ト ン ボ 牝3鹿 54 北村 宏司 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 448－121：59．6� 10．1�
22 トーセンアルニカ 牝3鹿 54 内田 博幸島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 436＋ 21：59．7クビ 6．7	
46 トロワボヌール 牝3鹿 54 柴田 善臣村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 454± 01：59．8� 55．9

59 クラウンロゼ 牝3鹿 54 三浦 皇成矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット 464＋12 〃 アタマ 6．4�
815 アドマイヤイチバン 牝3青鹿54 戸崎 圭太近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 458－ 82：00．01 6．1�
58 マコトブリジャール 牝3鹿 54 柴田 大知尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 410－ 22：00．21	 4．3
712 ブリリアントアスク 牝3鹿 54 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 446＋ 82：00．3� 38．7�
23 
 タンスチョキン 牝3鹿 54 吉田 隼人栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 442－12 〃 クビ 120．8�
47 ミラクルルージュ 牝3青鹿54 田辺 裕信 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 436－ 42：00．4クビ 24．7�
34 アルファアリア 牝3鹿 54 梶 晃啓�貴悦 田村 康仁 新冠 秋田牧場 442＋142：00．61	 82．6�
814 クロイゼリンチャン 牝3鹿 54 江田 照男 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 北田 剛 430－ 22：00．7� 31．1�
11 タ プ ロ ー ム 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 482＋ 22：00．8� 204．7�
610 カカアデンカ 牝3栗 54 津村 明秀星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B446＋ 62：02．9大差 139．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 70，471，700円 複勝： 120，082，500円 枠連： 63，973，000円
馬連： 304，030，500円 馬単： 154，289，900円 ワイド： 100，026，600円
3連複： 391，767，100円 3連単： 721，169，800円 計： 1，925，811，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 250円 � 200円 � 320円 枠 連（3－7） 1，870円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 5，140円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，370円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 7，980円 3 連 単 ��� 49，900円

票 数

単勝票数 計 704717 的中 � 66384（6番人気）
複勝票数 計1200825 的中 � 124870（5番人気）� 178094（2番人気）� 89431（7番人気）
枠連票数 計 639730 的中 （3－7） 25382（11番人気）
馬連票数 計3040305 的中 �� 105308（10番人気）
馬単票数 計1542899 的中 �� 22163（24番人気）
ワイド票数 計1000266 的中 �� 27383（10番人気）�� 17750（20番人気）�� 22970（17番人気）
3連複票数 計3917671 的中 ��� 36239（30番人気）
3連単票数 計7211698 的中 ��� 10667（185番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．6―35．8―47．7―59．8―1：11．5―1：23．2―1：34．9―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F36．1
1
3
13（14，8）1（6，9）（2，11）（10，15）－4，5（3，7）12・（13，14）8，1，6，9（2，15）11，10，5，4，7，3，12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セ キ シ ョ ウ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．1 中京5着

2010．5．27生 牝3青鹿 母 ホーネットピアス 母母 ダイナシユート 12戦3勝 賞金 46，644，000円
〔制裁〕 リボントリコロール号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりセキショウ号・リボントリコロール号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

25012 9月7日 曇 良 （25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 7，200，000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

815� コウヨウアレス 牡4青鹿57 内田 博幸寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 474－ 21：07．8 2．3�
24 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 518＋ 81：08．12 3．8�
59 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 466－ 81：08．31	 37．4�
713 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 440＋14 〃 クビ 7．4�
612 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 446± 01：08．51 58．1�
36 ワンツーステップ 牝3芦 53 田中 勝春佐々木完二氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 422± 0 〃 アタマ 29．9	
35 � シンボリゾンネ 牡5栗 57

54 ▲花田 大昂シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 536－ 21：08．6クビ 41．6

510 ホオポノポノ 牝3鹿 53 松岡 正海松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ

ナル牧場 420± 01：08．7
 27．1�
48 ヒヅグータス 牝4鹿 55 柴田 大知�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 462＋ 2 〃 ハナ 295．3
611 タニセンダイナスト 牡3鹿 55

52 ▲山崎 亮誠染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 杵臼牧場 452＋101：08．8クビ 12．9�
23 ヘイハチスカイ 牡4鹿 57

55 △横山 和生伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 464± 01：09．12 16．8�
47 ショウナンパレット 牝3黒鹿53 大野 拓弥�湘南 古賀 史生 新冠 柏木 一則 460＋ 21：09．2� 16．5�
816 アラカメジョウ 牝4鹿 55 的場 勇人�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 462＋10 〃 同着 33．5�
714� アストライオス 牡4栗 57

54 ▲伴 啓太�ターフ・スポート高市 圭二 浦河 酒井牧場 446＋ 41：09．52 96．0�
11 � ド ウ デ ス �4栗 57 勝浦 正樹星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 524＋321：09．6クビ 153．2�
12 ヤマニンネレイス 牝4栗 55 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 458－ 81：12．1大差 23．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，213，600円 複勝： 73，965，100円 枠連： 37，630，500円
馬連： 174，400，100円 馬単： 77，124，200円 ワイド： 60，460，400円
3連複： 178，451，100円 3連単： 328，678，800円 計： 978，923，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 160円 � 570円 枠 連（2－8） 480円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，340円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 5，630円 3 連 単 ��� 21，730円

票 数

単勝票数 計 482136 的中 � 166564（1番人気）
複勝票数 計 739651 的中 � 184778（1番人気）� 130167（2番人気）� 22454（11番人気）
枠連票数 計 376305 的中 （2－8） 57879（1番人気）
馬連票数 計1744001 的中 �� 222126（1番人気）
馬単票数 計 771242 的中 �� 56590（1番人気）
ワイド票数 計 604604 的中 �� 61582（1番人気）�� 10264（16番人気）�� 6598（26番人気）
3連複票数 計1784511 的中 ��� 23394（14番人気）
3連単票数 計3286788 的中 ��� 11166（46番人気）

ハロンタイム 11．8―10．1―10．7―11．4―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―21．9―32．6―44．0―55．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．2
3 1－（15，16）（12，4，13）2（3，5，11，14）－9（8，10）－6，7 4 1，15－（16，13）－（12，4）（3，5，11）（9，10，14）8－6－7＝2

勝馬の
紹 介

�コウヨウアレス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Forty Niner

2009．3．18生 牡4青鹿 母 フォーティース 母母 Book Collector 9戦2勝 賞金 24，430，000円
初出走 JRA

〔その他〕 ヤマニンネレイス号は，3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。
※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 ショウナンバグース号・スピーディユウマ号・ハニームーナー号・ボンジュールココロ号・ラインビューティー号



（25中山4）第1日 9月7日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 157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

177，830，000円
9，120，000円
1，120，000円
15，350，000円
49，865，500円
4，564，000円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
384，394，000円
635，072，100円
243，026，900円
1，071，186，400円
638，386，300円
420，102，500円
1，273，946，600円
2，519，209，400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 7，185，324，200円

総入場人員 20，480名 （有料入場人員 17，182名）
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