
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性
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25013 9月13日 曇 良 （27中山4）第2日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10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
1：07．8
1：07．8

良
良

11 マイネルパッセ 牡2栗 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 41：09．5 5．2�

33 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± 01：09．71� 16．0�
44 ギ ン ゴ ー 牡2鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 466＋10 〃 クビ 5．2�
22 フレンドソング 牝2黒鹿54 北村 宏司戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 410＋ 41：09．8クビ 2．8�
79 スリラーインマニラ 牡2鹿 54 内田 博幸古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 430－14 〃 ハナ 6．5	
67 オロフィナアスール 牝2黒鹿54 田辺 裕信青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 448－ 41：10．11� 4．9

810 シェヴェルニー 牝2黒鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 404＋ 41：10．41� 22．4�
55 マウシムトウショウ 牝2栗 54

52 △石川裕紀人トウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476＋ 61：10．61	 37．3�
811 サクラブチャン 牝2黒鹿54 二本柳 壮田頭 勇貴氏 柄崎 孝 むかわ 真壁 信一 412＋ 61：11．55 210．0
66 ファータフィオーレ 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 21：12．24 154．5�
78 レディーカガ 牝2鹿 54 長岡 禎仁香川 憲次氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 488－ 21：12．94 52．6�
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売 得 金
単勝： 23，395，900円 複勝： 36，433，900円 枠連： 10，040，300円
馬連： 57，180，100円 馬単： 33，050，100円 ワイド： 29，039，600円
3連複： 73，666，700円 3連単： 115，854，000円 計： 378，660，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 390円 � 190円 枠 連（1－3） 3，470円

馬 連 �� 3，450円 馬 単 �� 5，100円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 580円 �� 890円

3 連 複 ��� 4，480円 3 連 単 ��� 28，770円

票 数

単勝票数 計 233959 的中 � 35889（3番人気）
複勝票数 計 364339 的中 � 51338（4番人気）� 20025（6番人気）� 56472（2番人気）
枠連票数 計 100403 的中 （1－3） 2236（14番人気）
馬連票数 計 571801 的中 �� 12839（13番人気）
馬単票数 計 330501 的中 �� 4858（24番人気）
ワイド票数 計 290396 的中 �� 6486（16番人気）�� 13448（7番人気）�� 8265（12番人気）
3連複票数 計 736667 的中 ��� 12328（18番人気）
3連単票数 計1158540 的中 ��� 2919（102番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．0―11．6―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．2―45．8―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．3
3 2，6，9（1，10）7，11，4－3－5，8 4 2（1，9）（6，10）（7，4）3（5，11）－8

勝馬の
紹 介

マイネルパッセ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2015．7．11 福島6着

2013．3．20生 牡2栗 母 コスモクラッベ 母母 ビンゴハナコ 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔その他〕 レディーカガ号は，競走中に疾病〔左腸骨々折〕を発症。なお，同馬は予後不良。
※出走取消馬 ナムラモンロー号（疾病〔右肩跛行〕のため）

25014 9月13日 曇 良 （27中山4）第2日 第2競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走10時40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
1：59．9
1：59．9

良
良

22 ガーネットバローズ 牝2鹿 54 内田 博幸猪熊 広次氏 奥村 武 新冠 村本牧場 448＋ 22：05．4 4．3�
710 ベルクオーレ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行�菅井牧場 竹内 正洋 新冠 大栄牧場 436－102：05．61� 5．8�
79 ミュゼウェルズ 牡2鹿 54 北村 宏司坂本 肇氏 大江原 哲 新ひだか チャンピオンズファーム 432－ 4 〃 ハナ 2．3�
11 コスモブランカ 牡2黒鹿54 松岡 正海岡田 繁幸氏 中舘 英二 日高 長田ファーム 446－ 22：05．81� 104．5�
68 アルマカイルア 牡2黒鹿54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 池上 昌和 新冠 小泉牧場 476＋ 2 〃 ハナ 14．6�
55 レディートゥーゴー 牝2栗 54 福永 祐一島川 	哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 446－ 4 〃 クビ 10．2

56 コスモラフム 牡2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム 442＋ 22：05．9� 156．7�
812 マーベリック 牝2栗 54 柴田 大知 �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 434－ 22：06．0クビ 21．7�
67 クラウンムーン 牝2黒鹿54 江田 照男クラウン 菊川 正達 新冠 カミイスタット 442＋ 62：06．1	 6．4�
811 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 482－ 4 〃 クビ 64．0�
33 ゴーゴーダンス 牝2黒鹿54 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 462＋ 82：06．31 138．4�
44 サンマルトゥーレ 牡2芦 54 丸山 元気相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 452± 02：06．61	 83．6�
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売 得 金
単勝： 23，842，200円 複勝： 30，566，600円 枠連： 14，327，300円
馬連： 53，306，400円 馬単： 31，597，100円 ワイド： 27，249，600円
3連複： 66，318，100円 3連単： 102，882，700円 計： 350，090，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 160円 � 120円 枠 連（2－7） 380円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 370円 �� 220円 �� 290円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 6，060円

票 数

単勝票数 計 238422 的中 � 44344（2番人気）
複勝票数 計 305666 的中 � 63230（2番人気）� 39865（4番人気）� 76561（1番人気）
枠連票数 計 143273 的中 （2－7） 28726（1番人気）
馬連票数 計 533064 的中 �� 39467（4番人気）
馬単票数 計 315971 的中 �� 11696（7番人気）
ワイド票数 計 272496 的中 �� 17215（4番人気）�� 34790（1番人気）�� 22978（2番人気）
3連複票数 計 663181 的中 ��� 53767（1番人気）
3連単票数 計1028827 的中 ��� 12290（10番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．0―13．3―14．3―12．5―12．3―12．0―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―37．1―50．4―1：04．7―1：17．2―1：29．5―1：41．5―1：53．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．9
1
3
10（5，7）（3，11）－2（8，6）9，4－1＝12・（1，10）5（3，7）11（8，2）（12，9）6，4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ガーネットバローズ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．6．21 東京6着

2013．4．10生 牝2鹿 母 パワーオブラブ 母母 グッドルックス 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走状況〕 マーベリック号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マーベリック号は，平成27年9月14日から平成27年10月4日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。

第４回 中山競馬 第２日



25015 9月13日 曇 良 （27中山4）第2日 第3競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

712 ダイワハッスル 牡3栃栗56 蛯名 正義大城 敬三氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B478± 01：55．1 8．6�
814 ドラゴンハピネス 牝3鹿 54 伊藤 工真窪田 康志氏 高柳 瑞樹 日高 下河辺牧場 426－101：55．52� 27．0�
610 ス ケ ロ ク 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 492－ 61：55．71� 175．6�
58 ク ピ ド 牡3鹿 56 江田 照男�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 友田牧場 450－ 41：55．91� 7．6�
46 イ ク シ ア 牝3芦 54 北村 宏司 �シルクレーシング 栗田 徹 平取 坂東牧場 452－ 2 〃 アタマ 6．3�
34 エターナルクライ 牡3栗 56 大野 拓弥窪田 康志氏 古賀 慎明 安平 追分ファーム 494± 01：56．0クビ 20．1	
611 スカイフック 牡3鹿 56 西田雄一郎 H.H．シェイク・モハメド 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 21：56．21� 78．3

35 キャプテンバローズ 牡3黒鹿56 田辺 裕信猪熊 広次氏 尾形 和幸 平取 稲原牧場 492＋201：57．26 3．2�
59 ケイビイノキセキ 牡3鹿 56 武士沢友治菊池 昭雄氏 田村 康仁 浦河 駿河牧場 B510± 0 〃 クビ 17．3�
47 カ ヴ ァ ッ ロ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行小村アセットM 大和田 成 千歳 社台ファーム B482＋ 41：57．41 203．7�
713 スリーライオンズ 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 500－121：58．14 3．1�
23 バーストハンター 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹村上 稔氏 伊藤 伸一 浦河 高昭牧場 470＋121：58．52� 252．4�
815 ビートアンドリズム 牝3鹿 54 柴山 雄一 �社台レースホース久保田貴士 安平 追分ファーム 448－ 81：58．6クビ 195．8�
22 ロージーチークス 牝3栗 54

52 △石川裕紀人吉田 照哉氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 468－ 61：58．81� 21．9�
11 メジャーチョウサン 牡3鹿 56 石神 深一チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 490＋ 22：01．1大差 164．4�
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売 得 金
単勝： 27，708，700円 複勝： 35，380，900円 枠連： 18，595，200円
馬連： 66，158，100円 馬単： 37，430，100円 ワイド： 34，911，600円
3連複： 86，955，600円 3連単： 123，551，000円 計： 430，691，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 300円 � 720円 � 3，640円 枠 連（7－8） 2，120円

馬 連 �� 8，800円 馬 単 �� 15，700円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 16，900円 �� 36，560円

3 連 複 ��� 381，380円 3 連 単 ��� 1，722，580円

票 数

単勝票数 計 277087 的中 � 25605（5番人気）
複勝票数 計 353809 的中 � 35990（5番人気）� 12575（9番人気）� 2264（12番人気）
枠連票数 計 185952 的中 （7－8） 6795（8番人気）
馬連票数 計 661581 的中 �� 5820（30番人気）
馬単票数 計 374301 的中 �� 1787（54番人気）
ワイド票数 計 349116 的中 �� 3704（30番人気）�� 529（66番人気）�� 244（87番人気）
3連複票数 計 869556 的中 ��� 171（255番人気）
3連単票数 計1235510 的中 ��� 52（1258番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．6―13．7―12．8―12．8―13．0―13．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．7―50．4―1：03．2―1：16．0―1：29．0―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．1
1
3
・（5，10）9，6，4－11，13，1，14（7，8）－（3，12）15－2・（5，10，9，4）（6，11，13，12）－（8，14）15－7，2（1，3）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイワハッスル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Grand Lodge デビュー 2014．10．19 京都12着

2012．4．2生 牡3栃栗 母 バ シ マ ー 母母 Bella Vitessa 7戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メジャーチョウサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月13日まで平

地競走に出走できない。

25016 9月13日 曇 良 （27中山4）第2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

69 ハードアスリート 牡3鹿 56 西田雄一郎齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 492＋ 41：12．5 12．9�
33 モ ポ ー ク 牡3鹿 56 田辺 裕信 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 490－10 〃 ハナ 3．0�
68 マーククロップ 牡3鹿 56 松岡 正海村上 憲政氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 486＋ 41：12．6� 3．5�
45 タケショウビクター 牡3黒鹿 56

54 △石川裕紀人�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 486＋ 21：12．81� 3．1�
22 リーディングライツ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム B446± 01：13．01� 23．2�
56 トーホウハンター 牡3栗 56 江田 照男東豊物産	 牧 光二 日高 竹島 幸治 498± 01：13．1クビ 18．7

813 シンボリマティス 牡3鹿 56 伊藤 工真シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 472＋ 21：13．31 95．7�
710 キンショーナデシコ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎礒野日出夫氏 根本 康広 新冠 競優牧場 454－121：13．4� 164．1�
711 コウギョウゴールド 牡3栗 56 柴田 大知菊地 捷士氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 522＋ 21：13．93 13．5
11 トップロック 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹松尾 正氏 小野 次郎 秋田 松尾 豊 B494－ 81：14．21� 128．7�
44 キルシュガイスト 牡3黒鹿56 吉田 豊 �キャロットファーム 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 606＋ 61：14．62� 52．2�
812 ワンダータイム 牝3黒鹿54 大野 拓弥�須野牧場 奥平 雅士 新ひだか 前田 宗将 474－ 81：14．81� 34．9�
57 トレスグスト 牡3栗 56 村田 一誠島井新一郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 526－101：15．11� 266．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，191，200円 複勝： 37，238，900円 枠連： 15，660，300円
馬連： 62，795，400円 馬単： 37，329，700円 ワイド： 33，820，400円
3連複： 83，757，200円 3連単： 131，068，400円 計： 429，861，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 230円 � 130円 � 140円 枠 連（3－6） 430円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 5，090円

ワ イ ド �� 520円 �� 590円 �� 270円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 20，510円

票 数

単勝票数 計 281912 的中 � 17416（4番人気）
複勝票数 計 372389 的中 � 31479（4番人気）� 83790（2番人気）� 71552（3番人気）
枠連票数 計 156603 的中 （3－6） 27858（1番人気）
馬連票数 計 627954 的中 �� 25547（5番人気）
馬単票数 計 373297 的中 �� 5492（18番人気）
ワイド票数 計 338204 的中 �� 15741（5番人気）�� 13591（7番人気）�� 36085（2番人気）
3連複票数 計 837572 的中 ��� 31146（5番人気）
3連単票数 計1310684 的中 ��� 4632（65番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―12．3―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．6―46．9―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハードアスリート �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．10．11 東京12着

2012．5．17生 牡3鹿 母 ザ フ ェ イ ツ 母母 ミスシャグラ 11戦1勝 賞金 7，430，000円
［他本会外：1戦0勝］



25017 9月13日 曇 良 （27中山4）第2日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時30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
1：52．7
1：50．9

良
不良

611 クレマンダルザス 牡2鹿 54 蛯名 正義吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 448 ―1：57．3 2．1�
815 スプリングガール 牝2鹿 54 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 420 ―1：58．25 34．1�
35 リーガルオフィス 牡2鹿 54 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 日高 日高大洋牧場 460 ―1：59．26 19．7�
714 ネオスピード 牡2栗 54 柴山 雄一ドリームホース� 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 478 ―1：59．41� 42．6�
23 ネ ク ス ト 牡2鹿 54 柴田 善臣橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 杵臼牧場 476 ―1：59．61� 22．8	
713 ジェムクオリティ 牡2鹿 54 内田 博幸 
シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 480 ―1：59．7クビ 11．2�
47 トウシンゼファー 牡2鹿 54 C．ルメール�サトー 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 482 ―2：00．01	 5．6�
816 リフリジェレーター 牝2鹿 54 黛 弘人青山 英昭氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 476 ―2：00．21� 12．0
11 カ ム イ 牡2鹿 54 田辺 裕信川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 464 ―2：00．52 24．8�
48 グロウアビリティ 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 470 ― 〃 クビ 37．6�
24 テ ィ ー ソ ル 牡2鹿 54 松岡 正海
高橋ファーム 伊藤 伸一 日高 豊洋牧場 474 ―2：00．6クビ 11．8�
36 ア キ ツ シ マ 牡2鹿 54 田中 勝春�須野牧場 宗像 義忠 新ひだか 木田牧場 430 ― 〃 クビ 130．4�
612 デフィニール 牝2鹿 54 吉田 豊 �ローレルレーシング 矢野 英一 新冠 川島牧場 472 ― 〃 アタマ 60．9�
510 ディーエスレヴュー 牡2栗 54 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 大道牧場 450 ―2：01．02 96．1�
12 マイネルドラグーン 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 イワミ牧場 462 ―2：01．74 10．5�
59 シャイニーストーム 牡2鹿 54 吉田 隼人小林 昌志氏 武井 亮 平取 川向高橋育

成牧場 460 ―2：02．97 176．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，749，300円 複勝： 37，920，300円 枠連： 20，582，300円
馬連： 61，731，300円 馬単： 34，932，000円 ワイド： 34，231，200円
3連複： 78，947，700円 3連単： 106，613，200円 計： 404，707，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 820円 � 360円 枠 連（6－8） 880円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 4，900円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 940円 �� 4，740円

3 連 複 ��� 15，000円 3 連 単 ��� 67，560円

票 数

単勝票数 計 297493 的中 � 111480（1番人気）
複勝票数 計 379203 的中 � 110837（1番人気）� 8528（11番人気）� 22091（7番人気）
枠連票数 計 205823 的中 （6－8） 17966（3番人気）
馬連票数 計 617313 的中 �� 13983（12番人気）
馬単票数 計 349320 的中 �� 5340（14番人気）
ワイド票数 計 342312 的中 �� 5584（14番人気）�� 9707（8番人気）�� 1799（54番人気）
3連複票数 計 789477 的中 ��� 3945（48番人気）
3連単票数 計1066132 的中 ��� 1144（202番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―13．7―14．7―13．7―13．1―12．9―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―38．4―53．1―1：06．8―1：19．9―1：32．8―1：45．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クレマンダルザス �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 タニノギムレット 初出走

2013．5．19生 牡2鹿 母 シャンパンマリー 母母 マリーシャンタル 1戦1勝 賞金 7，000，000円

25018 9月13日 曇 良 （27中山4）第2日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走13時00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

11 コスモプロテア 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 450 ―1：38．0 9．6�
12 グレイスノート 牝2鹿 54 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 430 ―1：38．1� 6．2�
48 レイホーロイス 牡2黒鹿54 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 462 ―1：38．2� 5．6�
816 ダイワチャーチル 牡2鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494 ―1：38．3� 14．6�
714 ファントムグレイ 牡2芦 54 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 434 ―1：38．4クビ 87．3�
47 ノンシュガー 牡2芦 54 福永 祐一	G1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 514 ―1：38．5� 3．1

510 ナリノストレイト 牡2黒鹿54 柴山 雄一成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 544 ― 〃 クビ 78．1�
815 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 476 ―1：38．6クビ 149．3�
59 クインズサン 牡2青 54 吉田 豊 	クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 日進牧場 442 ―1：38．81	 11．2
713 ホウオウレックス 牡2鹿 54 C．ルメール 小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 502 ―1：39．22� 10．0�
611 キンノオウカン 牡2鹿 54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 柄崎 孝 浦河 日東牧場 500 ―1：39．84 162．1�
612 イナーセレニティ 牝2鹿 54 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 470 ―1：40．01� 90．9�
36 ミヤビクラリタ 牝2鹿 54 松岡 正海村上 義勝氏 本間 忍 浦河 大成牧場 434 ―1：40．1� 56．6�
35 スエヒロフェスタ 牝2栗 54 蛯名 正義	みどり住宅 金成 貴史 新冠 小泉牧場 448 ―1：40．95 18．4�
24 プロジェクション 牝2鹿 54 三浦 皇成�和田牧場 和田 正道 千歳 社台ファーム 466 ―1：41．32� 8．9�
23 サムライサーベル 牝2鹿 54 長岡 禎仁田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 山田牧場 428 ―1：49．0大差 245．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，626，000円 複勝： 38，682，900円 枠連： 23，504，600円
馬連： 69，509，200円 馬単： 35，153，400円 ワイド： 34，439，300円
3連複： 79，968，700円 3連単： 109，488，200円 計： 420，372，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 260円 � 190円 � 190円 枠 連（1－1） 2，750円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 5，950円

ワ イ ド �� 880円 �� 940円 �� 700円

3 連 複 ��� 5，020円 3 連 単 ��� 29，320円

票 数

単勝票数 計 296260 的中 � 24445（5番人気）
複勝票数 計 386829 的中 � 35202（4番人気）� 54848（3番人気）� 57446（2番人気）
枠連票数 計 235046 的中 （1－1） 6613（13番人気）
馬連票数 計 695092 的中 �� 19483（11番人気）
馬単票数 計 351534 的中 �� 4429（25番人気）
ワイド票数 計 344393 的中 �� 10042（10番人気）�� 9264（12番人気）�� 12888（4番人気）
3連複票数 計 799687 的中 ��� 11940（15番人気）
3連単票数 計1094882 的中 ��� 2707（91番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．5―12．4―12．3―12．2―12．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．9―37．4―49．8―1：02．1―1：14．3―1：26．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

コスモプロテア �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 マーベラスサンデー 初出走

2013．3．22生 牡2鹿 母 スーパーウーマン 母母 アロングフローラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サムライサーベル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月13日まで平

地競走に出走できない。



25019 9月13日 曇 良 （27中山4）第2日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�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
1：48．5
1：47．8

重
重

611 エグランティエ 牝3栗 52 吉田 豊�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 428＋ 21：52．7 5．4�
510 タイセイティグレス 牝4青鹿55 内田 博幸田中 成奉氏 菊川 正達 えりも 寺井 文秀 470－ 21：52．91� 4．2�
48 メリーウィドウ 牝4鹿 55 津村 明秀 �シルクレーシング 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 502－ 6 〃 ハナ 3．1�
816 マ ハ ロ マ ナ 牝3鹿 52 福永 祐一友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 496－101：53．0� 7．0�
23 ナ ス カ ザ ン 牝3鹿 52

49 ▲木幡 初也小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B474＋ 61：54．27 31．3�
59 アイヅラブリー 牝4鹿 55 杉原 誠人真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 470＋ 81：54．51� 150．5	
815� ラゴディラゴライ 牝5鹿 55 蛯名 正義佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B488± 01：54．71� 13．4

36 グランドエンジェル 牝4鹿 55 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460＋181：55．02 29．3�
612 スエヒロフィオーレ 牝4鹿 55 大野 拓弥�みどり住宅 金成 貴史 浦河 三枝牧場 456＋ 61：55．31� 180．7
714 ラフェットデメール 牝4黒鹿55 柴山 雄一大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B476＋121：55．51� 12．4�
12 レッドクラリス 牝4栗 55

53 △石川裕紀人 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 470－ 41：55．71	 53．7�
47 ヴァールハイト 牝4黒鹿 55

52 ▲伴 啓太 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 466－ 81：56．12	 88．5�
11 ヒラボクレジーナ 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹�平田牧場 大竹 正博 日高 下河辺牧場 466－ 81：56．52	 34．2�
24 ユ ッ コ 牝3栗 52 吉田 隼人瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B490＋ 21：56．71� 16．6�
713� マンディスキュア 牝4黒鹿55 長岡 禎仁�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 468＋ 41：56．91� 73．4�
35 シゲルトオトウミ 牝4栗 55 江田 照男森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 鎌田 正嗣 B462＋ 21：57．75 186．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，719，100円 複勝： 50，599，900円 枠連： 23，503，200円
馬連： 86，457，800円 馬単： 40，319，100円 ワイド： 49，381，000円
3連複： 110，346，900円 3連単： 142，954，600円 計： 535，281，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 � 140円 � 130円 枠 連（5－6） 1，150円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 370円 �� 390円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 6，840円

票 数

単勝票数 計 317191 的中 � 46341（3番人気）
複勝票数 計 505999 的中 � 74062（3番人気）� 91563（2番人気）� 108250（1番人気）
枠連票数 計 235032 的中 （5－6） 15723（5番人気）
馬連票数 計 864578 的中 �� 57989（3番人気）
馬単票数 計 403191 的中 �� 11994（7番人気）
ワイド票数 計 493810 的中 �� 32411（2番人気）�� 30231（3番人気）�� 57761（1番人気）
3連複票数 計1103469 的中 ��� 81431（1番人気）
3連単票数 計1429546 的中 ��� 15139（6番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．4―12．9―13．1―12．4―12．9―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．1―49．0―1：02．1―1：14．5―1：27．4―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―3F38．2
1
3
1，5，16－（10，14）（2，8）（4，6，13）11－（7，12）（3，9）＝15
16－（1，10）（5，8，14）－（2，6）（11，13）12，4，9，7，3－15

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

勝馬の
紹 介

エグランティエ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2014．9．14 新潟4着

2012．4．13生 牝3栗 母 バアゼルローズ 母母 スターセレッソ 10戦2勝 賞金 21，420，000円
〔発走状況〕 ラゴディラゴライ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ヴァールハイト号の調教師菊沢隆徳は，馬装（頭絡の装着）について注意義務を怠り戒告。
〔調教再審査〕 ラゴディラゴライ号は，発走調教再審査。

25020 9月13日 曇 良 （27中山4）第2日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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
1：44．9
1：43．9

良
良

46 ダイワミランダ 牝3栗 52 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490＋ 21：48．2 3．4�
11 コスモムルジム 牡3青鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 山野牧場 476＋ 61：48．52 88．6�
712 ビレッジソング 牝4鹿 55

53 △石川裕紀人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 434＋ 8 〃 クビ 165．0�
814 カレンリスベット 牝4黒鹿55 蛯名 正義鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 478＋ 21：48．71� 2．4�
47 パイナワレア 牝3栗 52 吉田 豊山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 472＋ 81：48．8� 29．5�
610 ディアコンチェルト 牡3黒鹿54 大野 拓弥ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 446－ 41：48．9クビ 5．2	
611 ドリームリヴァール �5黒鹿57 田辺 裕信ライオンレースホース
 池上 昌弘 安平 追分ファーム 448± 01：49．0	 7．6�
58 ジェイケイライアン 牡3鹿 54 江田 照男小谷野次郎氏 菅原 泰夫 新ひだか 藤川フアーム 482＋ 81：49．1クビ 19．0�
23 レディームーン 牝3栗 52 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 平野牧場 410＋ 61：49．31� 146．4
815
 シャドウゲーム �5鹿 57 内田 博幸飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 476＋ 21：49．4� 95．4�
34 
 プロタゴニスト 牡4鹿 57 C．ルメール 佐久間拓士氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 11：49．71	 17．6�
35 ナンヨーピューピル 牡3黒鹿54 横山 和生中村 德也氏 杉浦 宏昭 日高 合資会社カ

ネツ牧場 464＋ 4 〃 クビ 133．7�
713 タイセイポラリス 牡5栗 57

54 ▲井上 敏樹田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 478－ 2 〃 ハナ 57．0�
22 ウップスアデイジイ 牡3鹿 54 松岡 正海平賀 久枝氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 530－ 81：50．23 76．8�
59 
 ステイバンク 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太井上 久光氏 柴田 政人 浦河 大道牧場 392－161：50．73 102．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，336，400円 複勝： 43，999，200円 枠連： 23，496，400円
馬連： 92，383，600円 馬単： 46，187，500円 ワイド： 39，715，600円
3連複： 102，948，100円 3連単： 167，043，300円 計： 549，110，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 200円 � 1，640円 � 2，900円 枠 連（1－4） 12，870円

馬 連 �� 20，560円 馬 単 �� 28，960円

ワ イ ド �� 4，720円 �� 6，180円 �� 52，970円

3 連 複 ��� 373，000円 3 連 単 ��� 961，160円

票 数

単勝票数 計 333364 的中 � 76981（2番人気）
複勝票数 計 439992 的中 � 75011（3番人気）� 6060（9番人気）� 3357（15番人気）
枠連票数 計 234964 的中 （1－4） 1414（22番人気）
馬連票数 計 923836 的中 �� 3481（35番人気）
馬単票数 計 461875 的中 �� 1196（56番人気）
ワイド票数 計 397156 的中 �� 2185（32番人気）�� 1664（39番人気）�� 192（100番人気）
3連複票数 計1029481 的中 ��� 207（257番人気）
3連単票数 計1670433 的中 ��� 126（943番人気）

ハロンタイム 12．6―12．3―12．2―12．3―12．0―12．1―11．7―11．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．9―37．1―49．4―1：01．4―1：13．5―1：25．2―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイワミランダ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．11．1 東京1着

2012．3．13生 牝3栗 母 ダイワスカーレット 母母 スカーレットブーケ 5戦2勝 賞金 17，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



25021 9月13日 曇 良 （27中山4）第2日 第9競走 ��
��1，600�

き さ ら づ

木 更 津 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，26．9．13以降27．9．6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 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
1：30．7
1：30．7

良
良

35 イントロダクション 牝4栗 53 三浦 皇成 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 442＋ 41：34．6 8．1�
36 サトノプレジデント �6黒鹿55 柴山 雄一里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 510＋ 4 〃 クビ 11．2�
11 � クリノハッチャン 牝4鹿 50 嶋田 純次栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 454－ 61：34．7	 197．1�
59 ローズマンブリッジ 牝5鹿 53 石橋 脩吉田 勝己氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：34．8クビ 17．9�
23 ライブリシュネル 牡5鹿 54 松岡 正海加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 21：34．9
 79．0�
12 ロジチャリス 牡3栗 54 蛯名 正義久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 556＋12 〃 ハナ 2．6	
24 サンマルホウセキ 牝4鹿 54 柴田 善臣相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 448＋ 6 〃 ハナ 57．1

713 ダイワインパルス 牡3鹿 53 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 466＋ 81：35．0
 30．3�
816 ヘイジームーン 牝4黒鹿55 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 488－ 21：35．1	 4．6�
47 マイネルアウラート 牡4黒鹿57 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 2 〃 ハナ 6．3�
510 ハ ツ ガ ツ オ 牝4鹿 52 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 502－ 21：35．2クビ 25．0�
48 ショウナンワダチ 牡4芦 57．5 北村 宏司国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 482－ 4 〃 ハナ 18．9�
714 ストリートキャップ 牡3芦 53 田辺 裕信 ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 476＋ 4 〃 ハナ 22．7�
815 アーマークラッド 牡5栗 53 内田 博幸吉田 和子氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494± 01：35．41� 49．2�
612 スワンボート 牡5鹿 52 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 オンワード牧場 458－121：35．61	 222．1�

（15頭）
611 レオフラッパー 牝3栗 51 横山 和生レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 47，796，300円 複勝： 68，251，000円 枠連： 35，914，300円
馬連： 142，160，400円 馬単： 63，581，300円 ワイド： 63，591，100円
3連複： 161，378，600円 3連単： 240，387，900円 計： 823，060，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 270円 � 320円 � 2，770円 枠 連（3－3） 4，150円

馬 連 �� 3，460円 馬 単 �� 6，760円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 15，740円 �� 19，730円

3 連 複 ��� 156，370円 3 連 単 ��� 757，740円

票 数

単勝票数 差引計 477963（返還計 892） 的中 � 47097（4番人気）
複勝票数 差引計 682510（返還計 1934） 的中 � 76004（4番人気）� 59067（5番人気）� 5359（14番人気）
枠連票数 差引計 359143（返還計 0 ） 的中 （3－3） 6699（15番人気）
馬連票数 差引計1421604（返還計 3973） 的中 �� 31778（13番人気）
馬単票数 差引計 635813（返還計 1180） 的中 �� 7049（24番人気）
ワイド票数 差引計 635911（返還計 1514） 的中 �� 14067（12番人気）�� 1022（79番人気）�� 815（86番人気）
3連複票数 差引計1613786（返還計 8056） 的中 ��� 774（234番人気）
3連単票数 差引計2403879（返還計 10699） 的中 ��� 230（1223番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．5―36．4―48．2―59．8―1：11．3―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

イントロダクション �
�
父 デュランダル �

�
母父 End Sweep デビュー 2013．8．31 新潟3着

2011．2．16生 牝4栗 母 ダークエンディング 母母 Dark Champagne 19戦3勝 賞金 58，023，000円
〔出走取消〕 レオフラッパー号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
※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 ゴウキ号

25022 9月13日 曇 良 （27中山4）第2日 第10競走 ��
��1，200�ながつきステークス

発走15時10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55�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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815� ナンチンノン 牡4栗 57 吉田 豊加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.
Alexander 530＋ 81：10．3 5．1�

611 キタサンミカヅキ 牡5鹿 57 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 520－ 41：10．83 27．9�
59 フクノドリーム 牝4栗 55 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 486＋ 4 〃 クビ 13．1�
712 ヤマチョウフェア 牡7黒鹿57 石川裕紀人長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 488＋101：10．9	 55．2�
46 ペイシャモンシェリ 牡4鹿 57 福永 祐一北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 464－ 41：11．0
 2．5�
35 ブルーストーン 牝4黒鹿55 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 464－121：11．1	 39．9	
34 コウユーサムライ 牡6栗 57 内田 博幸加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 484－ 21：11．2クビ 44．2

23 サンライズネガノ 牡5芦 57 蛯名 正義松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B496± 0 〃 アタマ 8．7�
47 � アジアンテースト 牡3鹿 55 C．ルメール 馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Gerson

Racing 552－ 21：11．3
 3．8�
713 タマブラックホール 牡6黒鹿57 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 520＋121：11．51
 33．4
11 � インディーズゲーム 牡7鹿 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 468－ 21：11．6クビ 145．2�
814 サウスビクトル 牡6黒鹿57 北村 宏司南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 468－ 2 〃 ハナ 31．6�
22 モ ン テ ネ オ 牡5黒鹿57 田辺 裕信毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 484＋ 8 〃 アタマ 50．3�
58 テイクファイア 牡5鹿 57 川須 栄彦加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 474－ 41：11．81 64．5�
610 フルヒロボーイ 牡6鹿 57 大野 拓弥古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 536＋ 21：13．18 107．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 54，585，600円 複勝： 76，892，600円 枠連： 42，058，300円
馬連： 173，276，800円 馬単： 80，948，700円 ワイド： 71，853，700円
3連複： 201，938，900円 3連単： 322，347，100円 計： 1，023，901，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 220円 � 640円 � 390円 枠 連（6－8） 4，710円

馬 連 �� 6，230円 馬 単 �� 8，880円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 1，530円 �� 4，720円

3 連 複 ��� 29，630円 3 連 単 ��� 142，240円

票 数

単勝票数 計 545856 的中 � 85566（3番人気）
複勝票数 計 768926 的中 � 109057（3番人気）� 27394（7番人気）� 49363（5番人気）
枠連票数 計 420583 的中 （6－8） 6918（14番人気）
馬連票数 計1732768 的中 �� 21549（17番人気）
馬単票数 計 809487 的中 �� 6831（26番人気）
ワイド票数 計 718537 的中 �� 10242（18番人気）�� 12292（13番人気）�� 3845（42番人気）
3連複票数 計2019389 的中 ��� 5110（76番人気）
3連単票数 計3223471 的中 ��� 1643（358番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―11．8―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．6―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ナンチンノン �
�
父 Parading �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2013．12．7 中山1着

2011．5．12生 牡4栗 母 Etro 母母 Paisley Fashion 16戦5勝 賞金 81，963，000円

１レース目 ３レース目



25023 9月13日 曇 良 （27中山4）第2日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第60回京成杯オータムハンデキャップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
3歳以上，26．9．13以降27．9．6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

京成電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

612 フラアンジェリコ 牡7栗 53 田辺 裕信 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 518＋ 61：33．3 62．7�
48 エキストラエンド 牡6鹿 57 吉田 隼人 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 ハナ 27．5�
713 ヤングマンパワー 牡3黒鹿54 松岡 正海星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 518－22 〃 ハナ 12．9�
36 グランシルク 牡3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 492＋12 〃 アタマ 5．7�
816 ショウナンアチーヴ 牡4黒鹿56 柴田 善臣国本 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 474－14 〃 ハナ 67．4�
815 シャイニープリンス 牡5青鹿56 蛯名 正義小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 490± 01：33．4クビ 20．9	
47 � アルビアーノ 牝3鹿 53 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 米

Helen Alexander
& Helen Groves
Rev Trust

516－ 3 〃 アタマ 4．3

510 ダ ロ ー ネ ガ 牡6鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 494± 01：33．5� 5．3�
35 ブレイズアトレイル 牡6芦 55 田中 勝春 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 490－ 61：33．6� 15．3�
11 アルマディヴァン 牝5栗 53 勝浦 正樹コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 486＋ 21：33．7クビ 11．9
12 タマモトッププレイ 牡6黒鹿53 津村 明秀タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 490－ 41：33．8� 163．1�
714 コスモソーンパーク 牡7青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 482± 0 〃 ハナ 34．6�
611 マイネルホウオウ 牡5栗 56 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 522＋161：34．01 100．0�
24 ケイティープライド 牡5鹿 53 三浦 皇成�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 クビ 17．4�
23 スマートオリオン 牡5栗 57．5 内田 博幸大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 502－ 61：34．1	 12．5�
59 レッドアリオン 牡5鹿 58 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 478－ 21：34．2	 7．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 173，135，900円 複勝： 239，062，000円 枠連： 147，777，400円 馬連： 704，474，000円 馬単： 282，261，200円
ワイド： 268，537，000円 3連複： 1，034，041，900円 3連単： 1，607，108，300円 5重勝： 565，233，900円 計： 5，021，631，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，270円 複 勝 � 1，220円 � 670円 � 440円 枠 連（4－6） 8，840円

馬 連 �� 62，380円 馬 単 �� 138，000円

ワ イ ド �� 11，220円 �� 7，390円 �� 5，090円

3 連 複 ��� 268，440円 3 連 単 ��� 2，227，820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����� 395，663，730円

票 数

単勝票数 計1731359 的中 � 22063（13番人気）
複勝票数 計2390620 的中 � 48569（13番人気）� 94566（11番人気）� 152952（7番人気）
枠連票数 計1477774 的中 （4－6） 12952（26番人気）
馬連票数 計7044740 的中 �� 8751（95番人気）
馬単票数 計2822612 的中 �� 1534（194番人気）
ワイド票数 計2685370 的中 �� 6158（89番人気）�� 9383（75番人気）�� 13663（64番人気）
3連複票数 計10340419 的中 ��� 2889（405番人気）
3連単票数 計16071083 的中 ��� 523（2566番人気）
5重勝票数 差引計5652339（返還計 24710） 的中 ����� 1

ハロンタイム 12．7―11．3―11．4―11．6―11．7―11．5―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．4―47．0―58．7―1：10．2―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

フラアンジェリコ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー 2010．12．18 阪神3着

2008．5．24生 牡7栗 母 カーリーエンジェル 母母 ダイナカール 37戦6勝 賞金 145，343，000円
〔制裁〕 エキストラエンド号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）13頭 アドマイヤブルー号・アメリカンウィナー号・エールブリーズ号・オツウ号・コウヨウアレス号・スーパームーン号・

ダブルスター号・ツクバコガネオー号・ニシノビークイック号・プリムラブルガリス号・ベルサリエーレ号・
ボレアス号・メテオロロジスト号

25024 9月13日 曇 良 （27中山4）第2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

11 プロファウンド 牡4鹿 57
54 ▲井上 敏樹 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 B504＋ 21：11．4 10．4�
24 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 474＋ 41：11．61� 4．4�
23 ロトラトゥール 牝4鹿 55 横山 和生國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 B490－ 61：11．81	 3．7�
816 アンジェリー 牝3黒鹿53 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 450－101：12．43� 21．1�
35 カ イ マ ノ ア 牡3栗 55 北村 宏司山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 478－ 21：12．5
 9．0�
713 ランバイワイルド 牡3鹿 55 松岡 正海佐藤 力治氏 池上 昌弘 青森 ワールドファーム 450＋ 6 〃 クビ 24．7	
714 セイウンアワード 牡3鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 524＋101：12．71 6．3

612 トップアドバンス 牡4鹿 57 宮崎 北斗柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 462－ 4 〃 ハナ 56．6�
36 タイセイアニマート 牡3黒鹿55 田辺 裕信田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 468± 01：12．91� 27．4�
12 キービスケット 牝4黒鹿55 吉田 豊北前孔一郎氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 492－ 41：13．0クビ 106．5
59 ハ ツ コ イ 牝4鹿 55 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B436－ 61：13．21	 52．6�
48 � パラダイスガーデン 牝3栗 53 柴田 大知岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Crossroads

Farm, LLC B470＋ 8 〃 アタマ 8．4�
611� ピュアリーソリッド 牝3鹿 53

50 ▲伴 啓太南波 壽氏 高橋 祥泰 米 Winches-
ter Farm 460＋181：13．3� 15．8�

510 スズカプリティー 牝4鹿 55 二本柳 壮永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 466＋141：13．51 150．9�
815 シゲルウシュウ 牡4栗 57 津村 明秀森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 B462－ 81：13．6� 73．6�
47 バルブランシュ 牡3芦 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494－101：14．23� 44．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 77，180，600円 複勝： 106，262，900円 枠連： 63，113，800円
馬連： 235，710，000円 馬単： 87，687，300円 ワイド： 99，441，800円
3連複： 255，585，100円 3連単： 400，897，000円 計： 1，325，878，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 290円 � 150円 � 150円 枠 連（1－2） 1，090円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 5，140円

ワ イ ド �� 860円 �� 780円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 16，060円

票 数

単勝票数 計 771806 的中 � 59179（6番人気）
複勝票数 計1062629 的中 � 71805（6番人気）� 206869（2番人気）� 213617（1番人気）
枠連票数 計 631138 的中 （1－2） 44716（5番人気）
馬連票数 計2357100 的中 �� 74033（9番人気）
馬単票数 計 876873 的中 �� 12780（18番人気）
ワイド票数 計 994418 的中 �� 27318（9番人気）�� 30264（7番人気）�� 102470（1番人気）
3連複票数 計2555851 的中 ��� 78474（4番人気）
3連単票数 計4008970 的中 ��� 18088（24番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．7―12．1―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．3―46．4―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロファウンド �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Danzig デビュー 2013．11．17 福島13着

2011．3．10生 牡4鹿 母 コンペリングリーズン 母母 Compel 8戦3勝 賞金 19，800，000円
※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 インペリアルブルー号・ドリームメモリー号・ビレッジトプテム号・ヘレン号

５レース目



（27中山4）第2日 9月13日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

239，070，000円
11，740，000円
1，750，000円
21，450，000円
64，408，250円
4，848，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
580，267，200円
801，291，100円
438，573，400円
1，805，143，100円
810，477，500円
786，211，900円
2，335，853，500円
3，570，195，700円
565，233，900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 11，693，247，300円

総入場人員 25，012名 （有料入場人員 21，177名）
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