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25097 9月29日 晴 良 （25中山4）第9日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時05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

510 ダイチトゥルース 牡2黒鹿54 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 442＋121：13．1 12．5�
23 ア マ ア マ 牝2栗 54 三浦 皇成中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 432－ 21：13．31� 13．5�
36 サ ノ イ チ 牡2鹿 54 田辺 裕信ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 450－ 8 〃 クビ 17．1�
816 クインズセブン 牡2鹿 54 松岡 正海 �クイーンズ・ランチ 松山 康久 浦河 富田牧場 488＋ 41：13．62 6．1�
714 アポロオオジャ 牡2栗 54 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 森永 睦夫 442＋ 61：13．7クビ 1．6	
47 グラスルノン 牝2鹿 54 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 464－ 8 〃 クビ 34．1

611 レイズアセイル 牝2栗 54 江田 照男 �グリーンファーム奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 438－ 41：14．44 21．5�
35 サイプリペディウム 牝2芦 54 丹内 祐次�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 420＋ 21：14．5クビ 249．1�
11 フ ァ ビ ン 牝2鹿 54

53 ☆嶋田 純次桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 大滝 康晴 454± 01：14．71� 56．8
48 ペイシャマシェリ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹北所 直人氏 高橋 義博 様似 清水スタッド 486± 01：14．91� 29．4�
612 コスモクラヴィス 牡2鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 和田 正道 新冠 対馬 正 486－ 61：15．0	 135．8�
713 アンジュバーグ 牝2栃栗54 丸田 恭介村上 欽哉氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 458－221：15．1� 137．1�
12 アイナマーリエ 牝2鹿 54 岩田 康誠山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか マルショウ牧場 472± 01：15．2� 10．4�
59 ジャマスルナ 牡2黒鹿54 吉田 豊小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 488＋ 2 〃 クビ 142．1�
24 レッドローズキング 牡2栗 54 酒井 学小野 博郷氏 土田 稔 新ひだか 稲葉牧場 454＋121：16．26 220．3�
815 パワーキングマン 牡2鹿 54 大野 拓弥西村新一郎氏 武市 康男 日高 旭 牧場 446＋ 61：18．0大差 301．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，556，200円 複勝： 60，561，500円 枠連： 16，659，500円
馬連： 60，654，700円 馬単： 44，698，600円 ワイド： 31，491，600円
3連複： 79，458，600円 3連単： 136，495，900円 計： 457，576，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 380円 � 490円 � 560円 枠 連（2－5） 8，060円

馬 連 �� 7，720円 馬 単 �� 16，640円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 1，210円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 23，360円 3 連 単 ��� 142，080円

票 数

単勝票数 計 275562 的中 � 17390（4番人気）
複勝票数 計 605615 的中 � 44146（3番人気）� 32674（5番人気）� 27687（6番人気）
枠連票数 計 166595 的中 （2－5） 1527（25番人気）
馬連票数 計 606547 的中 �� 5802（24番人気）
馬単票数 計 446986 的中 �� 1983（47番人気）
ワイド票数 計 314916 的中 �� 4128（21番人気）�� 6509（11番人気）�� 3911（23番人気）
3連複票数 計 794586 的中 ��� 2511（65番人気）
3連単票数 計1364959 的中 ��� 709（363番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．9―12．7―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．5―47．2―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイチトゥルース �
�
父 ノボジャック �

�
母父 Forty Niner デビュー 2013．6．9 東京10着

2011．5．8生 牡2黒鹿 母 キュートネスⅡ 母母 Gana 5戦1勝 賞金 6，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パワーキングマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年11月29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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サクセスコード号
（非抽選馬） 5頭 カンスタントリー号・ダンディーライアン号・トウカイリーブル号・ドゥクトル号・ピンクベリーニ号

25098 9月29日 晴 良 （25中山4）第9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
1：46．0

良
良

34 マイネルゾンネ 牡2黒鹿54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 476－ 21：48．7 75．9�

814 ニシノカンザシ 牝2鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 426－ 81：49．01� 6．1�
11 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 492－ 4 〃 ハナ 1．8�
57 スプリングアップ 牡2鹿 54 吉田 豊スリースターズレーシング 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 464± 0 〃 クビ 8．5�
813 ストロングサウザー 牡2鹿 54 北村 宏司村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 468＋ 61：49．1� 5．7�
33 コスモプラナス 牝2栗 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 430± 01：49．31� 45．1

46 マイネルクロノス 牡2鹿 54 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新ひだか タイヘイ牧場 466＋12 〃 ハナ 43．6�
45 マイケルチョウサン 牡2鹿 54 横山 典弘�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 480＋ 41：49．4� 65．3�
712 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± 0 〃 クビ 70．8
610 レッドリベリオン 牡2鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 戸田 博文 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 81：49．6� 19．8�
69 コスモレヴァータ 牡2鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 小野 次郎 新冠 長浜 秀昭 432± 01：49．7� 17．8�
58 トゥインクル 牡2栗 54 蛯名 正義畑佐 博氏 高柳 瑞樹 日高 いとう牧場 454＋ 61：49．91� 36．8�
22 シゲルブンゴ 牝2栗 54 松岡 正海森中 蕃氏 松永 康利 日高 坂田牧場 454－181：50．11 73．4�
711 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 412－ 81：51．59 365．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，119，900円 複勝： 49，951，700円 枠連： 21，026，700円
馬連： 57，297，100円 馬単： 42，714，800円 ワイド： 28，789，600円
3連複： 70，508，700円 3連単： 127，234，700円 計： 425，643，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，590円 複 勝 � 920円 � 210円 � 120円 枠 連（3－8） 3，960円

馬 連 �� 20，410円 馬 単 �� 68，680円

ワ イ ド �� 5，210円 �� 2，060円 �� 350円

3 連 複 ��� 10，360円 3 連 単 ��� 155，980円

票 数

単勝票数 計 281199 的中 � 2922（13番人気）
複勝票数 計 499517 的中 � 8627（11番人気）� 57010（3番人気）� 173399（1番人気）
枠連票数 計 210267 的中 （3－8） 3926（11番人気）
馬連票数 計 572971 的中 �� 2072（46番人気）
馬単票数 計 427148 的中 �� 459（98番人気）
ワイド票数 計 287896 的中 �� 1245（50番人気）�� 3220（22番人気）�� 23678（2番人気）
3連複票数 計 705087 的中 ��� 5023（36番人気）
3連単票数 計1272347 的中 ��� 602（385番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―11．6―12．5―11．9―11．9―11．8―11．8―12．6

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルゾンネ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．8．18 函館6着

2011．1．27生 牡2黒鹿 母 マイネサンサン 母母 スプライトパッサー 3戦1勝 賞金 5，000，000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 カシノカーム号・コスモカイヤナイト号・ゴールドクラウス号・サニーデイズ号・ソナーポケット号・

タイムトラベラー号・バラノカオリ号・モンサンカノープス号

第４回 中山競馬 第９日



25099 9月29日 晴 良 （25中山4）第9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

59 コウヨウチャンス 牝3栗 54 田中 勝春寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 456＋ 61：12．6 3．9�
11 シャインエフェクト 牝3芦 54 勝浦 正樹皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 B446＋ 41：13．45 26．0�
815 ヴァンドランス 牝3栗 54 松岡 正海日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 456－ 21：13．61� 8．6�
23 ミスワイキキ 牝3栗 54 戸崎 圭太加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 442＋ 61：14．02� 18．6�
24 ジーランディア 牡3芦 56 内田 博幸池谷 誠一氏 的場 均 浦河 斉藤 政志 500－ 81：14．1クビ 16．4�
12 シ ナ ン ジ ュ 牝3青鹿54 岩田 康誠田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B442－ 21：14．31� 24．7�
36 ジョアキーノ 牡3黒鹿56 吉田 豊吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B464＋ 8 〃 アタマ 20．2	
816 ウエスタンパピヨン 牝3黒鹿54 田辺 裕信 
ウエスタンファーム 加藤 和宏 浦河 中島 俊明 450－121：14．51 11．3�
48 レ イ ナ 牝3栗 54 平野 優石川 秀守氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 428＋141：14．6� 167．9�
510 フェアリードリーム 牝3鹿 54 蛯名 正義野田 清水氏 和田正一郎 安平 追分ファーム 440－181：14．81� 94．1
611 サインヴィクトリー 牝3鹿 54 武士沢友治山田眞理子氏 水野 貴広 様似 堀 弘康 432－ 41：15．11� 55．5�
713 ナーサリーライム 牝3黒鹿54 柴田 善臣 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460 ― 〃 ハナ 73．7�
612 シャトルアゲン 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 恵比寿牧場 442＋16 〃 アタマ 434．8�
714 エイコオシャトル 牝3鹿 54 三浦 皇成木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 B520＋121：16．59 31．6�
35 ボールドカーナ 牡3青鹿56 西田雄一郎増田 陽一氏 菊沢 隆徳 新冠 新冠橋本牧場 B462＋ 61：16．6� 267．4�
47 シャツカストライン 牡3鹿 56 大野 拓弥古川 智洋氏 佐藤 吉勝 新冠 隆栄牧場 492－ 81：16．7クビ 2．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，352，700円 複勝： 46，006，600円 枠連： 20，555，800円
馬連： 64，912，000円 馬単： 41，832，500円 ワイド： 30，412，200円
3連複： 78，905，700円 3連単： 134，156，800円 計： 446，134，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 520円 � 270円 枠 連（1－5） 2，120円

馬 連 �� 4，040円 馬 単 �� 6，500円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 660円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 8，860円 3 連 単 ��� 42，410円

票 数

単勝票数 計 293527 的中 � 60072（2番人気）
複勝票数 計 460066 的中 � 91688（2番人気）� 18920（8番人気）� 43600（3番人気）
枠連票数 計 205558 的中 （1－5） 7170（10番人気）
馬連票数 計 649120 的中 �� 11879（15番人気）
馬単票数 計 418325 的中 �� 4750（25番人気）
ワイド票数 計 304122 的中 �� 5789（14番人気）�� 12007（4番人気）�� 3061（27番人気）
3連複票数 計 789057 的中 ��� 6578（32番人気）
3連単票数 計1341568 的中 ��� 2335（127番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．4―12．2―12．7―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．9―46．1―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウヨウチャンス �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Forty Niner デビュー 2013．3．30 中山6着

2010．3．21生 牝3栗 母 フォーティース 母母 Book Collector 5戦1勝 賞金 7，600，000円
〔発走状況〕 フェアリードリーム号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 フェアリードリーム号は，平成25年9月30日から平成25年10月20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〕 シャツカストライン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月29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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 キョウワアクション号・ピーコックグリーン号

25100 9月29日 晴 良 （25中山4）第9日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時35分 （芝・右・外）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：33．1

良
良

34 レッドルシアン 牝2栗 54 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 430 ―1：38．5 4．4�
712 フルールシチー 牝2鹿 54 酒井 学 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 492 ―1：38．6� 1．7�
45 ペ ア ン 牡2黒鹿54 石橋 脩上野 直樹氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 500 ― 〃 ハナ 46．9�
58 スパーブデイ 牡2鹿 54 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 500 ―1：39．02� 17．4�
11 � コ ス モ ジ グ 牡2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 剛 米 Christina

Latimer 476 ―1：39．21	 7．4	
814 ベ ニ ツ バ キ 牝2栗 54 三浦 皇成水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 440 ―1：39．3� 33．7

813 ス ト ン プ 牡2栗 54 大庭 和弥グリーンスウォード高市 圭二 浦河 高野牧場 440 ―1：39．4
 73．9�
610 フレイムワンダー 牡2栗 54 村田 一誠伊東 純一氏 中川 公成 新冠 新冠橋本牧場 470 ―1：39．61	 29．7�
711 デルマチエチャン 牝2栗 54 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 430 ―1：39．81 84．6
57 ミュゼタイフーン 牡2鹿 54 戸崎 圭太髙橋 仁氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 474 ―1：40．43� 11．2�
22 ボンジュールショウ 牡2芦 54 田中 勝春田中善次郎氏 天間 昭一 日高 坂 牧場 448 ― 〃 クビ 52．6�
46 カルクオンガエシ 牝2鹿 54 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 石田牧場 466 ―1：40．93 114．2�
33 トワノトップガン 牝2栗 54 松岡 正海永田 清男氏 土田 稔 新ひだか 三石橋本牧場 460 ― （競走中止） 31．7�
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69 � サンキュージョン 牡2鹿 54 福永 祐一窪田 芳郎氏 久保田貴士 加 R. F. Crean 478 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，759，300円 複勝： 32，212，100円 枠連： 18，327，300円
馬連： 35，886，100円 馬単： 26，711，100円 ワイド： 17，130，100円
3連複： 32，271，100円 3連単： 56，109，500円 計： 244，406，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 110円 � 630円 枠 連（3－7） 520円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，720円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 20，820円

票 数

単勝票数 差引計 257593（返還計 43854） 的中 � 46159（2番人気）
複勝票数 差引計 322121（返還計 61795） 的中 � 57385（2番人気）� 117861（1番人気）� 7233（9番人気）
枠連票数 差引計 183273（返還計 1697） 的中 （3－7） 26101（1番人気）
馬連票数 差引計 358861（返還計187944） 的中 �� 63643（1番人気）
馬単票数 差引計 267111（返還計137677） 的中 �� 18213（3番人気）
ワイド票数 差引計 171301（返還計 78605） 的中 �� 21198（2番人気）�� 2167（20番人気）�� 3287（14番人気）
3連複票数 差引計 322711（返還計314211） 的中 ��� 5738（12番人気）
3連単票数 差引計 561095（返還計586878） 的中 ��� 1989（51番人気）

ハロンタイム 13．0―12．4―13．0―12．9―12．5―11．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．4―38．4―51．3―1：03．8―1：15．3―1：26．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

レッドルシアン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2011．3．30生 牝2栗 母 ア ル ウ ェ ン 母母 アドラーブル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 サンキュージョン号は，発走地点で他の馬に蹴られ，疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。
〔競走中止〕 トワノトップガン号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 レッドルシアン号の騎手蛯名正義は，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：14番）



25101 9月29日 晴 良 （25中山4）第9日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時25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
1：46．0

良
良

77 ディアデルレイ 牡2栗 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 500 ―1：56．3 2．6�
44 ラ ス テ ラ 牝2鹿 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 456 ―1：56．4� 18．4�
22 ディールフロー 牡2鹿 54 横山 典弘有限会社シルク尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450 ―1：56．61� 3．8�
33 イタリアンネオ 牡2黒鹿54 内田 博幸平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 512 ―1：56．91� 3．0�
89 フヨウヤマヒコ 牡2鹿 54 柴山 雄一刈屋 �氏 高市 圭二 新ひだか 小河 豊水 418 ―1：57．11� 102．7	
66 ロングアンドリーン 牝2鹿 54 福永 祐一飯田 良枝氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 468 ― 〃 クビ 13．2

810 ジャックポット 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 482 ― 〃 ハナ 37．2�
11 イーストフォンテン 牡2芦 54 木幡 初広吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B504 ―1：57．52� 62．6�
55 ゲンパチスカイ 牡2栗 54 吉田 隼人平野 武志氏 中川 公成 浦河 杵臼牧場 454 ―1：57．71� 16．4
78 グローバルメジャー 牡2栗 54 勝浦 正樹永田 清男氏 谷原 義明 平取 原田 新治 468 ―1：57．8クビ 55．0�
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売 得 金
単勝： 29，466，000円 複勝： 34，563，200円 枠連： 11，257，900円
馬連： 45，564，500円 馬単： 40，114，000円 ワイド： 19，507，300円
3連複： 56，437，800円 3連単： 142，821，100円 計： 379，731，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 330円 � 160円 枠 連（4－7） 2，450円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 690円 �� 260円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 14，440円

票 数

単勝票数 計 294660 的中 � 92038（1番人気）
複勝票数 計 345632 的中 � 85305（2番人気）� 19542（6番人気）� 61304（3番人気）
枠連票数 計 112579 的中 （4－7） 3395（10番人気）
馬連票数 計 455645 的中 �� 14327（11番人気）
馬単票数 計 401140 的中 �� 7754（14番人気）
ワイド票数 計 195073 的中 �� 6539（9番人気）�� 22129（3番人気）�� 5091（12番人気）
3連複票数 計 564378 的中 ��� 16350（10番人気）
3連単票数 計1428211 的中 ��� 7301（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―26．9―40．5―54．4―1：07．6―1：20．7―1：33．2―1：44．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F35．6
1
3
4（6，7）（1，2，8，10）（3，5，9）・（4，6，7）（1，2，8）（9，10）（3，5）

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

勝馬の
紹 介

ディアデルレイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．2．27生 牡2栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

25102 9月29日 晴 良 （25中山4）第9日 第6競走 ��2，400�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 7，200，000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
2：28．8
2：28．6

重
不良

610 ダイワフォスター 牡3鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 440＋ 82：38．5 5．8�
23 アキレスバイオ 牡3芦 54 柴山 雄一バイオ� 奥平 雅士 日高 中館牧場 486＋10 〃 アタマ 15．1�
34 フィーユブルー �4鹿 57 三浦 皇成青芝商事� 矢野 英一 千歳 社台ファーム B484＋ 82：38．81� 6．4�
47 � メ イ ユ ー ル 牝4芦 55

52 ▲長岡 禎仁�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 456＋ 4 〃 アタマ 104．4�
815 ロックシンガー 牡4鹿 57

56 ☆嶋田 純次�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 498＋102：39．12 4．9	
814 モンサンデューン 牡3鹿 54 宮崎 北斗山下 新一氏 菊沢 隆徳 むかわ 桑原牧場 462－12 〃 アタマ 203．4

59 フレンドワン 牡4黒鹿57 石神 深一戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 474± 02：39．2クビ 15．4�
22 アプリコーゼ 牡4黒鹿57 内田 博幸 �キャロットファーム 木村 哲也 日高 待兼牧場 534＋ 42：39．3	 3．8�
713 ドラゴンマッチョ �3芦 54 田辺 裕信窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 426＋ 42：39．4クビ 24．4
11 ダヴィンチバローズ 牡5鹿 57 戸崎 圭太猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 484＋102：39．93 6．6�
35 � ウェルウィッチア 牡4鹿 57 江田 照男塩川 和則氏 高木 登 浦河 山勝牧場 B480＋ 2 〃 クビ 55．6�
712 ローレルキングダム 牡5栗 57 西田雄一郎 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 492＋ 42：41．07 21．5�
611 デルマカマイタチ 牡3黒鹿54 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B496＋202：41．63	 19．8�
58 イナズマデーア 牝3鹿 52 武士沢友治 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 小泉牧場 488＋102：42．23	 160．9�
46 ラ フ テ ル 牝3鹿 52 酒井 学�辻牧場 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 498＋ 42：42．83	 128．9�
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売 得 金
単勝： 25，082，300円 複勝： 43，857，700円 枠連： 20，140，900円
馬連： 66，053，000円 馬単： 38，819，700円 ワイド： 31，306，200円
3連複： 85，231，700円 3連単： 134，292，300円 計： 444，783，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 230円 � 400円 � 250円 枠 連（2－6） 850円

馬 連 �� 4，150円 馬 単 �� 6，900円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 870円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 8，340円 3 連 単 ��� 50，670円

票 数

単勝票数 計 250823 的中 � 34086（3番人気）
複勝票数 計 438577 的中 � 53663（4番人気）� 25955（7番人気）� 48871（5番人気）
枠連票数 計 201409 的中 （2－6） 17666（2番人気）
馬連票数 計 660530 的中 �� 11765（20番人気）
馬単票数 計 388197 的中 �� 4155（27番人気）
ワイド票数 計 313062 的中 �� 6557（13番人気）�� 9119（10番人気）�� 5598（19番人気）
3連複票数 計 852317 的中 ��� 7543（35番人気）
3連単票数 計1342923 的中 ��� 1956（175番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―13．1―13．3―13．8―14．3―13．8―12．9―12．4―12．4―13．1―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．3―38．4―51．7―1：05．5―1：19．8―1：33．6―1：46．5―1：58．9―2：11．3―2：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F52．0―3F39．6
1
�
4（2，6，10）（3，11）（1，7）（5，14）（15，12）－13－9－8・（4，14）10（6，3，11）2，7（1，5，12）（9，15，8）13

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

勝馬の
紹 介

ダイワフォスター �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．23 中山14着

2010．4．20生 牡3鹿 母 マジックキス 母母 コランデアガール 7戦2勝 賞金 13，600，000円
※イナズマデーア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



25103 9月29日 晴 良 （25中山4）第9日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13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 7，200，000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
1：08．7
1：08．7

重
重

47 マースストロング 牡4栗 57 丸田 恭介キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 鮫川 啓一 B462± 01：11．6 51．3�
510 ダークシーカー 牡4栗 57 松岡 正海松本 俊廣氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 524± 01：12．13 5．9�
816 サーストンデンバー 牡4鹿 57 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 B518＋ 61：12．2� 16．3�
713	 エ ジ ル 牝3栗 53 内田 博幸吉田 和美氏 木村 哲也 米

White Cloud Bloodstock,
Jeffrey Lovinger &
Pamela Lovinger

502＋ 61：12．3クビ 6．1�
48 フィンデルムンド 牡5鹿 57 木幡 初広 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 480± 01：12．51
 43．8�
714	 ダークマレイン 牝4鹿 55 田辺 裕信門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 456± 01：12．71� 5．2	
23 マイネルテュール 牡4鹿 57 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 日高 石原牧場 498－121：12．91
 245．6�
35 � ロクイチスマイル 牝4芦 55 黛 弘人栗本 博晴氏 奥平 雅士 新冠 川上 悦夫 494－ 4 〃 クビ 234．1�
59 マ ン リ ー 牡3鹿 55 蛯名 正義古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 512＋ 41：13．0クビ 25．0
11 	 ローレンルーナ 牡4鹿 57 岩田 康誠林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama 476＋ 2 〃 クビ 14．8�
815	� ベリベリハッピー 牡4黒鹿 57

55 △杉原 誠人足立 範子氏 黒岩 陽一 米
Marston Stud, R.
A. N. Bonnycastle
& BBA Ireland

494－161：13．1クビ 172．1�
611 ロンギングトゥユー 牝4栗 55 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 498－ 21：13．31
 37．9�
36 ラ ヴ ェ ン ナ 牝4黒鹿 55

52 ▲花田 大昂�ターフ・スポート伊藤 圭三 浦河 大北牧場 B488＋ 31：13．4� 338．8�
12 	 アンウォンド 牝3栗 53 北村 宏司�大樹ファーム 菊沢 隆徳 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones 504－ 41：13．61� 22．7�
24 サクライスピラート 牡3鹿 55 戸崎 圭太
さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 466－ 41：13．92 2．3�
612	 グランソルシエール 牝3鹿 53

52 ☆嶋田 純次
Basic 畠山 吉宏 米 IEAH and
Alan Pesch 524＋ 21：15．510 215．4�
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売 得 金
単勝： 37，577，400円 複勝： 63，586，400円 枠連： 30，329，800円
馬連： 93，242，600円 馬単： 56，561，200円 ワイド： 40，751，000円
3連複： 109，882，800円 3連単： 185，354，500円 計： 617，285，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，130円 複 勝 � 1，240円 � 200円 � 350円 枠 連（4－5） 5，570円

馬 連 �� 15，020円 馬 単 �� 30，080円

ワ イ ド �� 3，490円 �� 6，660円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 42，480円 3 連 単 ��� 387，520円

票 数

単勝票数 計 375774 的中 � 5780（11番人気）
複勝票数 計 635864 的中 � 10960（11番人気）� 105315（2番人気）� 46788（5番人気）
枠連票数 計 303298 的中 （4－5） 4020（16番人気）
馬連票数 計 932426 的中 �� 4583（36番人気）
馬単票数 計 565612 的中 �� 1388（71番人気）
ワイド票数 計 407510 的中 �� 2846（39番人気）�� 1472（48番人気）�� 9095（12番人気）
3連複票数 計1098828 的中 ��� 1909（100番人気）
3連単票数 計1853545 的中 ��� 353（724番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．6―12．3―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．2―46．5―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．4
3 2（12，10）（4，9，13）（5，16）8（7，14）－（1，3）11，15－6 4 ・（2，10）12（4，9，13）（5，8，16）（7，14）－（1，3）15，11－6

勝馬の
紹 介

マースストロング �
�
父 タップダンスシチー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2012．1．29 東京10着

2009．3．4生 牡4栗 母 アイノサウスポー 母母 プリテイージヤナー 9戦2勝 賞金 14，700，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 ヘヴンリーカラーズ号

25104 9月29日 晴 良 （25中山4）第9日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時55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
1：30．7
1：30．7

良
良

612 エデンロック 牡3鹿 55 岩田 康誠田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 454± 01：34．2 3．6�
12 ロベルクランツ 牡4鹿 57

56 ☆嶋田 純次 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 富菜牧場 428± 0 〃 クビ 8．2�

48 レッドヴィーヴォ 牡3黒鹿55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 444－ 21：34．3クビ 7．2�
816 キネオリリー 牝3栗 53 木幡 初広吉田 千津氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 514＋ 81：34．51� 14．0�
24 ミッキーシャイン 牡4鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 久保田貴士 新ひだか 矢野牧場 476＋ 8 〃 クビ 15．6�
35 ヴェルフェン 牡3芦 55 内田 博幸�Basic 田村 康仁 新冠 村本牧場 496± 01：34．81	 18．6	
59 マイネルミラノ 牡3栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 61：35．01� 4．0

815 トモロマイスター 牡6黒鹿 57

54 ▲山崎 亮誠戸賀 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 444＋ 21：35．1	 34．6�
36 ラッキーストリーク 牡3鹿 55

52 ▲花田 大昂藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 450－ 81：35．2クビ 91．4�
713 マイネルオラシオン 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 むかわ 市川牧場 458＋ 21：35．41� 46．0
47 マイネルブルズアイ 牡3鹿 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 えりも エクセルマネジメント 464－12 〃 クビ 6．7�
611
 ニュアージゲラン 牝4鹿 55 吉田 豊白井 岳氏 大久保洋吉 日高 碧雲牧場 462＋ 41：35．61� 28．7�
23 キョウエイショウリ 牡5黒鹿57 伊藤 工真田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 472＋ 41：35．7	 80．5�
11 
 トキノポイント 牡4栗 57 平野 優田中 準市氏 矢野 照正 新ひだか 矢野牧場 468＋ 41：35．91� 182．6�
714
 ディーエスメジャー 牡4栗 57 大野 拓弥秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか 前田 宗将 B516－ 61：36．11� 125．2�
510 インティワタナ 牝3鹿 53 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか 城地 清満 468＋16 〃 ハナ 177．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，277，000円 複勝： 50，384，500円 枠連： 25，558，000円
馬連： 85，464，300円 馬単： 50，972，700円 ワイド： 37，600，100円
3連複： 103，417，200円 3連単： 177，141，700円 計： 559，815，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 240円 � 210円 枠 連（1－6） 1，750円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 690円 �� 540円 �� 830円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 17，110円

票 数

単勝票数 計 292770 的中 � 65749（1番人気）
複勝票数 計 503845 的中 � 97827（1番人気）� 50281（4番人気）� 63071（3番人気）
枠連票数 計 255580 的中 （1－6） 10790（8番人気）
馬連票数 計 854643 的中 �� 39091（6番人気）
馬単票数 計 509727 的中 �� 12958（10番人気）
ワイド票数 計 376001 的中 �� 13490（6番人気）�� 17662（4番人気）�� 10865（10番人気）
3連複票数 計1034172 的中 ��� 22117（8番人気）
3連単票数 計1771417 的中 ��� 7642（33番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．0―11．6―12．1―12．1―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―34．6―46．2―58．3―1：10．4―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エデンロック �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．22 札幌1着

2010．3．8生 牡3鹿 母 ボーンスター 母母 ボーンフェイマス 9戦2勝 賞金 30，211，000円
〔発走状況〕 ミッキーシャイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 キングビート号
（非抽選馬） 1頭 カカアデンカ号



25105 9月29日 晴 良 （25中山4）第9日 第9競走 ��
��1，200�

か つ う ら

勝 浦 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，24．9．29以降25．9．22まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

12 � コウヨウアレス 牡4青鹿56 内田 博幸寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 482＋ 81：08．1 2．0�
713 スマートオリオン 牡3栗 54 武 豊大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 492± 01：08．31� 4．7�
59 バラードソング 牝5鹿 53 福永 祐一 �グリーンファーム牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 464－ 21：08．51� 6．1�
11 ヨシカワクン 牝3鹿 52 柴田 大知井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B462＋ 21：08．6	 7．5�
23 � トレノソルーテ 
7鹿 53 宮崎 北斗戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 B520± 01：08．81� 32．8�
612 ダイワスペシャル 
5栗 55 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 492± 01：08．9� 21．4	
48 � ワイルドジョイ 牡6鹿 54 長岡 禎仁竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム 456＋ 2 〃 クビ 82．1

714 アポロオラクル 牡3鹿 53 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 438± 01：09．0	 13．1�
510 ニシノマナザシ 牡6芦 53 村田 一誠西山 茂行氏 尾形 和幸 むかわ 西山牧場 494－141：09．21� 84．6�
24 ヤサカシャイニー 牝5栗 53 嶋田 純次志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 472＋ 6 〃 クビ 160．1
815 ヘリオスフィア 牡4黒鹿53 大野 拓弥岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B464－ 61：09．3� 129．3�
35 ホワイトショウフク 牡8芦 50 杉原 誠人山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 468＋141：09．4	 429．5�
36 � レッドガルシア 牡4栗 56 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B508＋ 8 〃 クビ 39．1�
611� レオアドミラル 牡7栗 52 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 490－ 41：09．5クビ 414．7�
47 ツクバアラモード 牝3栗 51 吉田 隼人細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 454± 0 〃 ハナ 54．1�
816 デ コ ル テ 牝6黒鹿52 武士沢友治谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 474＋ 41：09．71	 339．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，196，400円 複勝： 66，032，500円 枠連： 30，864，100円
馬連： 127，585，300円 馬単： 79，071，000円 ワイド： 44，940，000円
3連複： 146，346，900円 3連単： 279，935，400円 計： 821，971，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連（1－7） 320円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 270円 �� 220円 �� 390円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 3，260円

票 数

単勝票数 計 471964 的中 � 190099（1番人気）
複勝票数 計 660325 的中 � 211624（1番人気）� 111985（2番人気）� 95500（3番人気）
枠連票数 計 308641 的中 （1－7） 71757（1番人気）
馬連票数 計1275853 的中 �� 182353（1番人気）
馬単票数 計 790710 的中 �� 66796（2番人気）
ワイド票数 計 449400 的中 �� 42523（2番人気）�� 56648（1番人気）�� 25829（4番人気）
3連複票数 計1463469 的中 ��� 131269（1番人気）
3連単票数 計2799354 的中 ��� 63464（2番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．3―11．5―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．8―45．3―56．3

コーナー
通過順位

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

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 10戦3勝 賞金 39，201，000円
初出走 JRA

※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 オルデンボンズ号

25106 9月29日 晴 良 （25中山4）第9日 第10競走 ��
��1，800�ながつきステークス

発走15時00分 （ダート・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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

47 ジェベルムーサ 牡3鹿 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 544－ 61：52．7 4．5�
815 ロイヤルクレスト 牡5栃栗57 横山 典弘�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 510－ 61：53．01� 6．2�
48 フレイムオブピース 牡4黒鹿57 蛯名 正義 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 464± 01：53．1	 3．6�
59 ダンシングマオ 牝6鹿 55 北村 宏司森口�一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 466－ 61：53．52	 86．3�
816 サクラブライアンス 牡6黒鹿57 松山 弘平	さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 486± 01：54．03 59．4

611 ジョウノボヘミアン 牡7鹿 57 吉田 隼人小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 494＋ 61：54．53 388．1�
510 ガイヤースヴェルト 牡3黒鹿54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 490－ 61：54．81� 4．2�
714 キタサンシンガー 牡4芦 57 荻野 琢真�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 502± 01：55．22	 49．4
713 アントニオピサ 牡4鹿 57 武 豊市川 義美氏 角田 晃一 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 41：55．3	 9．2�
23 スギノブレイド 
7栗 57 武士沢友治杉山 美惠氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B508＋ 4 〃 クビ 167．5�
612 ゴールドアカデミー 
7栗 57 田中 勝春居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B484＋ 41：55．61� 188．9�
35 マルブツビアン 牡5黒鹿57 木幡 初広大澤 素子氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 512± 01：55．92 50．8�
36 カネスラファール 牡9黒鹿57 三浦 皇成杉澤 光雄氏 小野 次郎 門別 坂 牧場 494－ 41：56．85 382．6�
12 � アストレーション 牡7栗 57 柴山 雄一広尾レース	 二ノ宮敬宇 米 Tower

Bloodstock 500＋181：57．54 306．9�
24 タマモクララ 牝4鹿 55 松岡 正海タマモ	 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 484－ 21：58．56 15．4�
11 エーシンリボルバー 牡5栗 57 福永 祐一	栄進堂 松永 昌博 浦河 有限会社

吉田ファーム 516－ 6 （競走中止） 10．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 58，404，600円 複勝： 99，918，800円 枠連： 41，877，500円
馬連： 191，742，200円 馬単： 103，079，800円 ワイド： 66，166，000円
3連複： 220，930，700円 3連単： 413，310，100円 計： 1，195，429，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 180円 � 130円 枠 連（4－8） 690円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 570円 �� 300円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 10，830円

票 数

単勝票数 計 584046 的中 � 103155（3番人気）
複勝票数 計 999188 的中 � 146981（3番人気）� 133142（4番人気）� 260462（1番人気）
枠連票数 計 418775 的中 （4－8） 44960（2番人気）
馬連票数 計1917422 的中 �� 82742（8番人気）
馬単票数 計1030798 的中 �� 23592（13番人気）
ワイド票数 計 661660 的中 �� 26630（7番人気）�� 59719（1番人気）�� 38831（4番人気）
3連複票数 計2209307 的中 ��� 89266（2番人気）
3連単票数 計4133101 的中 ��� 28176（22番人気）

ハロンタイム 12．4―11．9―12．9―12．6―12．3―12．3―12．7―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．3―37．2―49．8―1：02．1―1：14．4―1：27．1―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジェベルムーサ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2012．11．4 東京1着

2010．2．15生 牡3鹿 母 ア ビ ラ 母母 Animatrice 7戦4勝 賞金 57，086，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 カネスラファール号の騎手横山義行は，第8日第4競走での落馬負傷のため三浦皇成に変更。
〔競走中止〕 エーシンリボルバー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモクララ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年10月29日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 グレイレジェンド号・ドラゴンフォルテ号・ビンテージチャート号・プリンセスキナウ号・ホノカアボーイ号・

ユーロビート号・レーザーバレット号

１レース目 ３レース目



25107 9月29日 晴 良 （25中山4）第9日 第11競走 ��
��1，200�第47回スプリンターズステークス（ＧⅠ）

発走15時40分 （グローバルスプリントチャレンジ） （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬
2�減

日本馬主協会連合会会長賞・グローバルスプリントチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 95，000，000円 38，000，000円 24，000，000円 14，000，000円 9，500，000円
付 加 賞 3，360，000円 960，000円 480，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：06．7
1：06．5
1：06．7

良
良
良

510 ロードカナロア 牡5鹿 57 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 494－ 61：07．2 1．3�
47 ハクサンムーン 牡4栗 57 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 480± 01：07．3� 6．8�
35 	 マヤノリュウジン 牡6栗 57 池添 謙一田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 528－14 〃 クビ 159．8�
815	 マジンプロスパー 牡6栗 57 福永 祐一佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 508＋ 41：07．4クビ 27．2�
23 アドマイヤセプター 牝5栗 55 四位 洋文近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 474－ 8 〃 クビ 78．7�
36 ドリームバレンチノ 牡6青 57 松山 弘平セゾンレースホース� 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 21：07．5クビ 17．2	
11 グランプリボス 牡5鹿 57 内田 博幸�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 514＋ 2 〃 クビ 11．6

24 サ ン カ ル ロ 牡7黒鹿57 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 41：07．71
 68．4�
816 シルクフォーチュン 牡7鹿 57 戸崎 圭太有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 464－ 61：07．8クビ 124．8
612 アウトクラトール 牡8鹿 57 伊藤 工真 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 クビ 404．1�
713 サクラゴスペル 牡5黒鹿57 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 B476－12 〃 アタマ 17．2�
611 スギノエンデバー 牡5鹿 57 蛯名 正義杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 454＋ 4 〃 ハナ 93．9�
59 サドンストーム 牡4栗 57 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 41：07．9クビ 67．2�
714� マイネルエテルネル 牡3栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 480－ 6 〃 クビ 121．9�

48 パ ド ト ロ ワ 牡6鹿 57 勝浦 正樹吉田 照哉氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム 522－161：08．32� 133．0�
12 フォーエバーマーク 牝5鹿 55 村田 一誠青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 500－121：08．51 42．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 430，777，600円 複勝： 1，058，422，700円 枠連： 231，202，700円 馬連： 1，219，551，100円 馬単： 1，054，147，600円
ワイド： 515，455，200円 3連複： 1，716，225，600円 3連単： 5，812，669，700円 5重勝： 744，011，900円 計： 12，782，464，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 180円 � 1，180円 枠 連（4－5） 390円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，780円 �� 8，170円

3 連 複 ��� 13，070円 3 連 単 ��� 28，020円

5 重 勝
対象競走：中山9R／阪神10R／中山10R／阪神11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 2，731，750円

票 数

単勝票数 計4307776 的中 � 2617388（1番人気）
複勝票数 計10584227 的中 � 7571240（1番人気）� 703002（2番人気）� 66192（12番人気）
枠連票数 計2312027 的中 （4－5） 440985（1番人気）
馬連票数 計12195511 的中 �� 2285280（1番人気）
馬単票数 計10541476 的中 �� 1487927（1番人気）
ワイド票数 計5154552 的中 �� 730769（1番人気）�� 63037（20番人気）�� 13223（52番人気）
3連複票数 計17162256 的中 ��� 96935（38番人気）
3連単票数 計58126697 的中 ��� 153112（82番人気）
5重勝票数 計7440119 的中 ����� 201

ハロンタイム 11．9―10．5―10．5―11．0―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―32．9―43．9―55．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F34．3
3 7（2，8，13）－（5，14）（6，10，15）（1，9）（3，11）4，12，16 4 7（2，8，13）（5，10，14）（6，15）（1，9）3，11，4，16，12

勝馬の
紹 介

ロードカナロア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2010．12．5 小倉1着

2008．3．11生 牡5鹿 母 レディブラッサム 母母 サラトガデュー 17戦11勝 賞金 669，958，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 エピセアローム号・ニンジャ号

25108 9月29日 晴 良 （25中山4）第9日 第12競走 ��
��1，200�

え ど が わ

江 戸 川 特 別
発走16時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

714 レ ギ ス 牡3栗 55 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 458＋ 61：11．2 2．6�
24 � アンバウンド 牝4栗 55 北村 宏司�大樹ファーム 大竹 正博 米 Colts Neck

Stables, LLC. 470－ 41：11．3	 3．0�
48 ド ナ リ サ 牝5鹿 55 大野 拓弥山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 474－ 41：11．62 39．9�
12 コーリンギデオン 牡4鹿 57 横山 典弘伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 456＋ 6 〃 ハナ 12．2�
611 モ ン テ ネ オ 牡3黒鹿55 田辺 裕信毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 472± 01：11．91
 22．8�
816 ミヤビリファイン 牡4青鹿57 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 504－ 21：12．0	 13．8	
59 � アースゼウス 牡3栗 55 松岡 正海 
グリーンファーム和田 正道 米

Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

506－ 4 〃 ハナ 12．2�
36 ワイキキブリーズ 牝6栗 55 柴田 大知折手 邦雄氏 和田 雄二 新ひだか 折手牧場 494＋ 2 〃 ハナ 195．9�
23 � リアリーサムシング 牡5栗 57 福永 祐一吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 476－121：12．1クビ 47．0
612 キンショーユウジャ 牡5栗 57 勝浦 正樹礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 486－ 6 〃 ハナ 79．0�
510 ガールズストーリー 牝5黒鹿55 酒井 学吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 440± 01：12．2	 146．7�
35 クラッチヒット 牡8栗 57 吉田 隼人島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 490－ 61：12．41� 33．3�
815 マイネエポナ 牝4鹿 55 戸崎 圭太 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 日高 シンコーファーム 450＋ 2 〃 クビ 48．8�
713 ラ シ ー ク 牝4鹿 55 三浦 皇成�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 484± 01：13．14 22．2�
11 リーサムハーツ 牝5鹿 55 四位 洋文平田 修氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 512＋181：13．95 15．3�
47 � マスターエクレール 牝4黒鹿55 津村 明秀�服部牧場 牧 光二 米 Hidden

Springs Farm B510－ 21：14．64 36．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 74，796，300円 複勝： 103，152，200円 枠連： 58，517，200円
馬連： 294，448，800円 馬単： 125，805，100円 ワイド： 93，307，100円
3連複： 276，018，200円 3連単： 565，445，400円 計： 1，591，490，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 150円 � 500円 枠 連（2－7） 320円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，170円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 3，860円 3 連 単 ��� 11，570円

票 数

単勝票数 計 747963 的中 � 227162（1番人気）
複勝票数 計1031522 的中 � 304981（1番人気）� 202143（2番人気）� 33055（11番人気）
枠連票数 計 585172 的中 （2－7） 138062（1番人気）
馬連票数 計2944488 的中 �� 703208（1番人気）
馬単票数 計1258051 的中 �� 161088（1番人気）
ワイド票数 計 933071 的中 �� 176229（1番人気）�� 16380（15番人気）�� 12639（20番人気）
3連複票数 計2760182 的中 ��� 52833（9番人気）
3連単票数 計5654454 的中 ��� 36068（22番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―11．0―12．0―12．8―13．2

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F38．0
3 ・（1，9）13－（7，11，14）4（8，12，15）16，10（5，6）＝2－3 4 9（1，13）（11，14）4（8，12）（7，15）（5，16）10，6－2－3

勝馬の
紹 介

レ ギ ス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Miswaki デビュー 2012．6．16 函館2着

2010．4．22生 牡3栗 母 カネスベネフィット 母母 ジャスーラー 13戦3勝 賞金 53，001，000円
〔制裁〕 ドナリサ号の騎手大野拓弥は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
※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 ガクニホシ号
（非抽選馬） 1頭 キクノフェーデ号

５レース目



（25中山4）第9日 9月29日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

363，180，000円
11，180，000円
6，400，000円
33，360，000円
64，669，000円
5，272，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
843，365，700円
1，708，649，900円
526，317，400円
2，342，401，700円
1，704，528，100円
956，856，400円
2，975，635，000円
8，164，967，100円
744，011，900円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 19，966，733，200円

総入場人員 41，614名 （有料入場人員 37，948名）



平成25年度 第4回中山競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，554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

2，080，350，000円
6，240，000円
81，840，000円
19，390，000円
185，390，000円
530，108，750円
44，482，400円
14，918，400円

勝馬投票券売得金
4，195，268，700円
7，299，942，300円
2，825，158，800円
12，146，731，200円
7，347，401，900円
4，773，777，700円
14，925，650，700円
31，428，398，700円
3，149，375，800円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 88，091，705，800円

総入場延人員 210，056名 （有料入場延人員 187，007名）
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