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25037 9月20日 晴 稍重 （27中山4）第4日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時10分 （ダート・右）
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

59 カゼノカムイ 牡2鹿 54 丸山 元気菅原 広隆氏 根本 康広 青森 荒谷牧場 464＋181：12．8 2．7�
714 アーバンスター 牡2鹿 54 柴田 善臣保坂 和孝氏 池上 昌弘 平取 中川 隆 468－ 21：13．43� 4．5�
713 コウキアツガール 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 458± 01：14．25 20．9�
48 コットンパール 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 442＋ 4 〃 クビ 15．6�
510 エフディサンゼン 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 448－ 41：14．3クビ 126．6�
23 テイブルランド 牡2栗 54 柴田 大知平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 静内フジカワ牧場 394－ 81：14．61� 40．2	
12 ミ ス テ リ オ 牡2鹿 54 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 454± 0 〃 クビ 6．5

611 エバーチェンジング 牡2鹿 54 木幡 初広今 秀幸氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 454＋ 41：14．7� 17．6�
816 ゴールドフィルド 牡2鹿 54

52 △石川裕紀人島田 久氏 小野 次郎 浦河 チェスナット
ファーム 424－ 41：14．91� 122．4�

612 サムライッコ 牝2青鹿 54
51 ▲野中悠太郎西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 426－ 41：15．53� 228．0

47 クラウンドリーム 牡2芦 54 吉田 隼人�クラウン 金成 貴史 新冠 ヒカル牧場 470＋ 2 〃 アタマ 76．8�
35 ドエライナー 牝2栗 54 江田 照男野崎 宗信氏 菅原 泰夫 浦河 赤田牧場 442± 01：15．71	 5．6�
36 セイユウボーイ 牡2栗 54 杉原 誠人星 雄一郎氏 佐藤 吉勝 新ひだか ヒサイファーム 446－101：15．91� 65．9�
11 アポロマリンカ 牝2黒鹿54 岩部 純二アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 むかわ 真壁 信一 476－ 21：16．53� 125．4�
24 トウショウシールド 牡2青鹿54 丹内 祐次藤田 衛成氏 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 490＋ 61：18．4大差 11．0�
815 スターリングロマン 牡2鹿 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 中本 隆志 500－ 81：19．78 211．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，738，800円 複勝： 32，679，300円 枠連： 14，810，100円
馬連： 60，133，100円 馬単： 33，790，000円 ワイド： 32，251，000円
3連複： 79，240，000円 3連単： 104，719，200円 計： 382，361，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 170円 � 410円 枠 連（5－7） 550円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，060円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 13，340円

票 数

単勝票数 計 247388 的中 � 71050（1番人気）
複勝票数 計 326793 的中 � 78146（1番人気）� 53479（2番人気）� 14545（8番人気）
枠連票数 計 148101 的中 （5－7） 20609（1番人気）
馬連票数 計 601331 的中 �� 74302（1番人気）
馬単票数 計 337900 的中 �� 23909（1番人気）
ワイド票数 計 322510 的中 �� 29979（1番人気）�� 7303（11番人気）�� 5923（15番人気）
3連複票数 計 792400 的中 ��� 16382（9番人気）
3連単票数 計1047192 的中 ��� 5687（30番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．8―12．7―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．7―47．4―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カゼノカムイ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 アグネスワールド デビュー 2015．6．13 東京9着

2013．3．29生 牡2鹿 母 ジュエルシャネル 母母 クリスタルジュエル 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔その他〕 トウショウシールド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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〕 スターリングロマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月20日まで平

地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 トウショウシールド号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年10月20日まで出走できない。

25038 9月20日 晴 良 （27中山4）第4日 第2競走 ��1，200�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
1：07．8
1：07．8

良
良

36 ストーミーシー 牡2栗 54 江田 照男�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 522＋ 21：09．8 2．1�
59 プレシャスエース 牡2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 476－ 41：10．01� 9．6�
47 ファインキャプテン 牡2栗 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 21：10．1� 31．5�
611 クラウンネロ 牡2鹿 54 三浦 皇成�クラウン 蛯名 利弘 新冠 赤石 久夫 450＋ 21：10．41� 12．7�
35 シェヴェルニー 牝2黒鹿 54

52 △石川裕紀人�ミルファーム 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 406＋ 21：10．5� 17．7	
815 スピードムテキ 牝2鹿 54 津村 明秀遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 440＋ 81：10．6クビ 4．1

12 ソニックタイガー 牡2黒鹿54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 448＋ 61：10．7� 16．3�
714 カシノマザー 牝2栗 54 大庭 和弥柏木 務氏 蛯名 利弘 浦河 近藤牧場 B432＋ 2 〃 クビ 55．1�
11 ニ コ ラ シ カ 牝2鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 438＋ 41：11．01� 12．6
816 アキノバレリーナ 牝2栗 54 村田 一誠穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 470± 01：11．1� 60．4�
612 カシノアーニング 牡2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 448＋ 61：11．2� 53．5�
48 ディープコレット 牡2黒鹿54 松岡 正海深見 敏男氏 水野 貴広 新冠 ハシモトフアーム 482－ 41：11．62� 25．0�
510 マジックポケット 牝2黒鹿54 吉田 隼人ライオンレースホース� 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 436－ 21：11．81� 132．3�
713 ジ イ サ マ 牡2栗 54

51 ▲井上 敏樹小田切 光氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 470± 01：12．01� 39．2�
23 ニッポンイチ 牡2黒鹿54 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 浦河 昭和牧場 444＋101：13．38 295．4�

（15頭）
24 キセキノヒーロー 牡2鹿 54

51 ▲伴 啓太�ジェイアール 黒岩 陽一 新ひだか 神垣 道弘 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 27，882，000円 複勝： 45，604，100円 枠連： 17，455，000円
馬連： 65，043，100円 馬単： 36，985，800円 ワイド： 35，979，800円
3連複： 83，619，100円 3連単： 117，779，200円 計： 430，348，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 280円 � 570円 枠 連（3－5） 860円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，160円 �� 3，270円

3 連 複 ��� 8，430円 3 連 単 ��� 24，230円

票 数

単勝票数 差引計 278820（返還計 62） 的中 � 104162（1番人気）
複勝票数 差引計 456041（返還計 134） 的中 � 200183（1番人気）� 28381（4番人気）� 11700（10番人気）
枠連票数 差引計 174550（返還計 4 ） 的中 （3－5） 15599（4番人気）
馬連票数 差引計 650431（返還計 543） 的中 �� 49657（2番人気）
馬単票数 差引計 369858（返還計 255） 的中 �� 18738（3番人気）
ワイド票数 差引計 359798（返還計 460） 的中 �� 22261（2番人気）�� 7797（11番人気）�� 2639（34番人気）
3連複票数 差引計 836191（返還計 2054） 的中 ��� 7436（26番人気）
3連単票数 差引計1177792（返還計 2451） 的中 ��� 3523（62番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．1―11．9―12．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．4―46．3―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．4
3 7（8，14）9，15，1，6－（2，11，13）（5，16）12，10，3 4 7，8（9，14）（15，6）1（2，11）13（5，16）12（10，3）

勝馬の
紹 介

ストーミーシー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2015．7．4 福島2着

2013．2．3生 牡2栗 母 リーベストラウム 母母 マウントモガミ 4戦1勝 賞金 9，800，000円
〔出走取消〕 キセキノヒーロー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニッポンイチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月20日まで平地競

走に出走できない。

第４回 中山競馬 第４日



25039 9月20日 晴 良 （27中山4）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時10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

56 ルミナスティアラ 牝2鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 436＋121：51．1 2．0�
22 コスモジャーベ 牡2黒鹿54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 474＋ 61：51．31� 22．0�
79 アポロオスカー 牝2鹿 54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 大北牧場 436＋ 8 〃 アタマ 7．5�
11 ミライヘノサイン 牝2鹿 54 吉田 隼人田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 シンユウフアーム 452－141：51．4� 7．9�
55 マイネルツィール 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 田湯牧場 460＋ 81：51．61� 5．6	
812 ワイルドゲーム 牡2鹿 54 武士沢友治合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 488＋ 41：51．7� 18．2

710 クリンクリン 牡2鹿 54 田辺 裕信スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 474± 01：52．02 27．6�
68 シャイニーストーム 牡2鹿 54 大野 拓弥小林 昌志氏 武井 亮 平取 川向高橋育

成牧場 458－ 21：52．1クビ 137．8�
44 ブライトガーランド 牝2栗 54 江田 照男下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 476± 01：52．31� 8．2
67 チ ャ ロ レ イ 牝2鹿 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 478－12 〃 クビ 38．2�
811 ヴェロレジーナ 牝2栗 54 戸崎 圭太森岡 幸人氏 田島 俊明 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 448－ 41：52．4クビ 32．7�
33 レ イ シ 牝2黒鹿54 嶋田 純次加藤 信之氏 蛯名 利弘 日高 シンボリ牧場 456＋141：53．25 284．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，805，100円 複勝： 47，285，300円 枠連： 16，066，100円
馬連： 65，821，100円 馬単： 44，635，600円 ワイド： 35，891，100円
3連複： 80，451，600円 3連単： 138，108，700円 計： 459，064，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 510円 � 190円 枠 連（2－5） 1，930円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 930円 �� 360円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ��� 23，630円

票 数

単勝票数 計 308051 的中 � 120762（1番人気）
複勝票数 計 472853 的中 � 151402（1番人気）� 15232（9番人気）� 56908（3番人気）
枠連票数 計 160661 的中 （2－5） 6449（6番人気）
馬連票数 計 658211 的中 �� 21849（8番人気）
馬単票数 計 446356 的中 �� 9067（12番人気）
ワイド票数 計 358911 的中 �� 9573（12番人気）�� 28856（3番人気）�� 3472（29番人気）
3連複票数 計 804516 的中 ��� 14007（15番人気）
3連単票数 計1381087 的中 ��� 4237（74番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―11．9―12．9―12．5―12．6―12．3―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―37．0―49．9―1：02．4―1：15．0―1：27．3―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルミナスティアラ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．7．12 福島2着

2013．1．23生 牝2鹿 母 ルミナスハッピー 母母 リアリーハッピー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ルミナスティアラ号の騎手北村宏司は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠

金30，000円。（被害馬：2番）

25040 9月20日 晴 稍重 （27中山4）第4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

11 ダイワパフォーム 牡3栗 56 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 468± 01：11．7 5．0�
23 レッドアフレイム 牡3鹿 56 石橋 脩 �東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 444－ 61：11．91� 3．7�
612 マ タ ン ギ �3芦 56 津村 明秀�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 山際牧場 B432＋ 41：12．53� 3．8�
714 ティアップセッター 牝3栗 54 大野 拓弥田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 B450－ 41：12．82 11．7�
47 ヤマニントルーパー 牡3黒鹿 56

54 △石川裕紀人土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 416＋ 41：13．11� 23．2	
48 ハイオンザリスト 牡3鹿 56 田中 勝春田中 春美氏 新開 幸一 浦河 大成牧場 458－ 81：13．42 9．7

59 チェルカトーレ 牝3栗 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント 432± 01：13．61� 21．4�
24 フクノハイスピード 牝3栗 54 丹内 祐次福島 祐子氏 的場 均 新ひだか 山際牧場 434－ 2 〃 ハナ 57．2�
36 ヴィアージェン �3栗 56 柴田 大知 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B500－201：13．91� 8．3
713 タマノバベル 牡3鹿 56 吉田 隼人玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 472＋101：14．21� 31．6�
816 スイートホーム 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也 �三石川上牧場 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 494± 01：14．51� 112．0�
35 トラディショナル 牡3栗 56 横山 和生西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター 438－ 21：14．6� 407．8�
510 シベリアンアポジー 牡3栗 56 西田雄一郎藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 518＋101：14．7� 20．8�
611 ニットウジャスミン 牝3鹿 54 平野 優�日東牧場 伊藤 大士 浦河 日東牧場 450－ 41：15．23 485．0�
815 ゴールデンワトル 牝3栗 54 武士沢友治 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 410－ 81：15．94 102．7�
12 タ イ ム カ ム 牝3栗 54 嘉藤 貴行阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 樋渡 志尚 450＋ 61：17．07 425．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，043，800円 複勝： 46，531，100円 枠連： 18，584，400円
馬連： 77，320，400円 馬単： 39，091，300円 ワイド： 41，557，800円
3連複： 94，784，100円 3連単： 127，219，700円 計： 476，132，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 140円 � 130円 枠 連（1－2） 900円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 400円 �� 440円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 8，980円

票 数

単勝票数 計 310438 的中 � 49478（3番人気）
複勝票数 計 465311 的中 � 64772（3番人気）� 90726（2番人気）� 100936（1番人気）
枠連票数 計 185844 的中 （1－2） 15935（3番人気）
馬連票数 計 773204 的中 �� 57558（2番人気）
馬単票数 計 390913 的中 �� 12246（5番人気）
ワイド票数 計 415578 的中 �� 25765（2番人気）�� 22995（3番人気）�� 35787（1番人気）
3連複票数 計 947841 的中 ��� 47575（1番人気）
3連単票数 計1272197 的中 ��� 10261（8番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．2―12．6―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．6―46．2―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワパフォーム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2015．5．23 東京8着

2012．2．25生 牡3栗 母 チャチャリーノ 母母 パ ー レ イ 5戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールデンワトル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月20日まで平

地競走に出走できない。
タイムカム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月20日まで平地競走に
出走できない。

※タマノバベル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



25041 9月20日 晴 良 （27中山4）第4日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・右・外）

牝，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

612 レッドシルヴィ 牝2鹿 54 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 426 ―1：38．2 5．8�
36 ヨ イ ミ ヤ 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 410 ―1：38．3� 25．4�
35 ウェーニーウィキー 牝2栗 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 古賀 史生 浦河 小島牧場 480 ―1：38．4� 4．7�
816 フジマサアクトレス 牝2鹿 54 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 458 ―1：38．5� 6．7�
23 ハヤブサミカリン 牝2芦 54 吉田 隼人武田 修氏 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム 460 ― 〃 ハナ 8．3	
713 ジ ス タ ー キ 牝2黒鹿54 石橋 脩 �シルクレーシング 田村 康仁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456 ―1：38．81� 17．7

11 カウンティス 牝2鹿 54 北村 宏司宮川 保氏 奥村 武 安平 追分ファーム 424 ― 〃 ハナ 7．6�
48 サンローズピンク 牝2青鹿54 松岡 正海�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 斉藤 正男 412 ―1：39．01� 91．1�
510 ヤマニンエトフ 牝2栗 54 丸山 元気土井 肇氏 中川 公成 浦河 廣田 伉助 446 ― 〃 ハナ 109．3
611 アデューシャーク 牝2黒鹿54 柴田 善臣島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 434 ― 〃 アタマ 75．2�
47 ラ ヴ ィ ア ナ 牝2鹿 54 三浦 皇成中辻 明氏 武井 亮 新ひだか タイヘイ牧場 388 ―1：39．42� 103．6�
24 グットトキメク 牝2鹿 54 津村 明秀小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 田中 裕之 462 ―1：39．61� 55．5�
12 フラワーオブライフ 牝2鹿 54 戸崎 圭太前田 葉子氏 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484 ―1：39．81� 4．2�
815 スズオーフェン 牝2鹿 54 田辺 裕信森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 472 ―1：40．33 17．3�
714 ピントゥリッキオ 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社
松田牧場 462 ―1：40．4クビ 149．9�

59 フクサンレイズ 牝2鹿 54
52 △石川裕紀人小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 470 ―2：10．7大差 80．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，643，000円 複勝： 36，003，100円 枠連： 22，097，800円
馬連： 63，557，500円 馬単： 33，963，300円 ワイド： 32，270，800円
3連複： 78，940，100円 3連単： 107，666，400円 計： 401，142，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 580円 � 190円 枠 連（3－6） 1，310円

馬 連 �� 9，030円 馬 単 �� 14，110円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 740円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 12，590円 3 連 単 ��� 99，690円

票 数

単勝票数 計 266430 的中 � 36706（3番人気）
複勝票数 計 360031 的中 � 52918（3番人気）� 12695（9番人気）� 54554（2番人気）
枠連票数 計 220978 的中 （3－6） 12997（7番人気）
馬連票数 計 635575 的中 �� 5453（28番人気）
馬単票数 計 339633 的中 �� 1804（48番人気）
ワイド票数 計 322708 的中 �� 3228（29番人気）�� 11714（6番人気）�� 5146（19番人気）
3連複票数 計 789401 的中 ��� 4702（43番人気）
3連単票数 計1076664 的中 ��� 783（305番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―12．8―12．7―12．7―11．9―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―25．1―37．9―50．6―1：03．3―1：15．2―1：26．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

レッドシルヴィ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Highest Honor 初出走

2013．2．22生 牝2鹿 母 ダンスーズデトワール 母母 Latifolia 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ヨイミヤ号の騎手江田照男は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
〔その他〕 フクサンレイズ号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕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。
※レッドシルヴィ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

25042 9月20日 晴 稍重 （27中山4）第4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

35 レアルイモン 牡3栗 56 二本柳 壮井門 昭二氏 松永 康利 日高 坂 牧場 B494＋ 61：55．6 4．9�
59 エヴリホープ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也�Basic 田村 康仁 新冠 佐藤 信広 442－ 41：56．23� 4．0�
24 アサヒノマッチ 牝3鹿 54 戸崎 圭太蔭山 尚正氏 栗田 徹 安平 追分ファーム B466± 01：56．3� 6．9�
12 アスターレジェンド �3黒鹿56 丸山 元気菅原 広隆氏 根本 康広 新ひだか 前川 正美 472＋181：56．72� 32．1�
11 トーセンアイランド 牡3青 56 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 512＋ 61：56．91� 31．7	
23 ヤマトキャピタル 牡3黒鹿56 平野 優醍醐 徹氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 中橋 清 B494－ 61：57．21� 160．3

510 アストログラフ 牡3鹿 56 三浦 皇成水上 行雄氏 萩原 清 浦河 鵜木 唯義 B536± 0 〃 クビ 16．5�
816 アイアムジャンピン 牡3鹿 56

54 △石川裕紀人西城 公雄氏 高橋 文雅 新冠 川上牧場 492＋ 21：57．83� 94．3�
36 アキトホウオウ 牡3栗 56 柴田 大知岡田 昭利氏 伊藤 大士 安平 追分ファーム 468－ 2 〃 ハナ 32．4
612 オリオンバローズ 牡3鹿 56 石橋 脩猪熊 広次氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 548＋ 41：57．9� 105．4�
48 インクルーシブ 牝3青鹿54 北村 宏司�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 386－ 2 〃 クビ 21．1�
611 キングズアフェアー �3黒鹿56 武士沢友治吉田 照哉氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 500－12 〃 ハナ 9．1�
714 アイガットリズム 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹佐藤 範夫氏 中舘 英二 日高 下河辺牧場 446－12 〃 ハナ 151．7�
47 ニットウリエ 牝3鹿 54 江田 照男藤井 謙氏 高橋 文雅 浦河 日東牧場 B488－ 41：58．43 16．0�
815 デアリングアクト 牡3青鹿 56

53 ▲野中悠太郎 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 452－102：00．5大差 365．0�
713 リターンエース 牡3栗 56 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 440＋ 4 （競走中止） 4．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，916，800円 複勝： 36，679，800円 枠連： 21，213，700円
馬連： 72，657，300円 馬単： 36，261，500円 ワイド： 37，520，200円
3連複： 91，042，200円 3連単： 113，364，700円 計： 434，656，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 140円 � 180円 枠 連（3－5） 680円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 390円 �� 620円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 9，530円

票 数

単勝票数 計 259168 的中 � 41832（3番人気）
複勝票数 計 366798 的中 � 58972（2番人気）� 71348（1番人気）� 49288（4番人気）
枠連票数 計 212137 的中 （3－5） 24172（2番人気）
馬連票数 計 726573 的中 �� 53286（3番人気）
馬単票数 計 362615 的中 �� 13026（6番人気）
ワイド票数 計 375202 的中 �� 26005（2番人気）�� 14961（5番人気）�� 16770（4番人気）
3連複票数 計 910422 的中 ��� 31847（2番人気）
3連単票数 計1133647 的中 ��� 8616（9番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―13．1―13．3―12．8―12．6―12．5―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．3―38．4―51．7―1：04．5―1：17．1―1：29．6―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．5
1
3
4，3－（2，9）（1，13）（5，15）8（6，14）10（12，11，16）7
4，3（2，9）（13，5）1（10，8）6，11（14，15）（12，16）－7

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

勝馬の
紹 介

レアルイモン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2014．8．10 札幌10着

2012．4．11生 牡3栗 母 キャンベルイモン 母母 エーピーダイヤ 6戦1勝 賞金 5，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔競走中止〕 リターンエース号は，4コーナーで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デアリングアクト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月20日まで平地

競走に出走できない。



25043 9月20日 晴 良 （27中山4）第4日 第7競走 ��
��2，500�サラブレッド系3歳以上

発走13時30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
2：29．5
2：29．5

良
良

58 ウインインスパイア 牡4黒鹿57 柴田 大知�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 450± 02：34．4 5．1�
11 トウカイトレジャー 牡3栗 54 戸崎 圭太内村 正則氏 野中 賢二 登別 青藍牧場 506＋ 4 〃 ハナ 3．7�
22 フォルトファーレン 牡6黒鹿57 田辺 裕信 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 456－ 62：34．5� 2．7�
711 バスティード 牡4栗 57 三浦 皇成古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 ムラカミファーム 470＋ 22：34．81	 14．9�
46 トルークマクト 牡5鹿 57 蛯名 正義�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 458＋ 4 〃 アタマ 12．3	
57 
 ラハイナルナ 牡4鹿 57 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 愛 S. F. Blood-
stock LLC 536－18 〃 ハナ 8．6


34 トウカイエンプレス 牝3黒鹿 52
49 ▲伴 啓太内村 正則氏 栗田 博憲 日高 福満牧場 432－ 82：34．9� 118．2�

814
� アワフレイム 牝4黒鹿 55
53 △石川裕紀人岡田 牧雄氏 尾形 和幸 米 Hinkle Farms 488＋ 42：35．11� 19．9�

813 マスタープラマー 牡3栗 54
51 ▲木幡 初也岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 452－ 22：35．31 165．7

45 ワンダフルワールド 牡4栗 57 田中 博康三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 500－ 82：35．51	 29．1�
33 ウマンマミーア 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹野崎 宗信氏 菅原 泰夫 登別 登別上水牧場 B442－ 22：36．13	 67．7�
69 インスタントリー 牡3黒鹿54 大野 拓弥岡 浩二氏 小笠 倫弘 えりも エクセルマネジメント 464－ 42：36．2� 48．1�
712 シンキングロージス 牡3黒鹿54 柴田 善臣佐藤 雄司氏 鹿戸 雄一 新冠 浜口牧場 472± 02：36．94 38．1�
610� プロタゴニスト 牡4鹿 57 松岡 正海佐久間拓士氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 62：38．28 210．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 33，907，100円 複勝： 49，774，000円 枠連： 24，280，500円
馬連： 92，391，700円 馬単： 47，496，200円 ワイド： 47，084，300円
3連複： 117，179，700円 3連単： 169，340，900円 計： 581，454，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 140円 � 150円 � 120円 枠 連（1－5） 760円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 450円 �� 210円 �� 270円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 7，570円

票 数

単勝票数 計 339071 的中 � 52850（3番人気）
複勝票数 計 497740 的中 � 89491（2番人気）� 75181（3番人気）� 131200（1番人気）
枠連票数 計 242805 的中 （1－5） 24640（3番人気）
馬連票数 計 923917 的中 �� 62223（3番人気）
馬単票数 計 474962 的中 �� 13704（8番人気）
ワイド票数 計 470843 的中 �� 23311（3番人気）�� 62075（1番人気）�� 45453（2番人気）
3連複票数 計1171797 的中 ��� 89380（1番人気）
3連単票数 計1693409 的中 ��� 16200（12番人気）

ハロンタイム 7．3―11．6―12．2―11．9―12．9―13．1―12．7―12．8―12．0―11．9―11．8―11．9―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．3―18．9―31．1―43．0―55．9―1：09．0―1：21．7―1：34．5―1：46．5―1：58．4―2：10．2―2：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→
」 上り4F47．9―3F36．0
1
�
5－12（2，3）10－8，7，14－9（1，13）－（4，11）－6・（5，12）3（2，8）（10，7，14，1）13（9，6，11）4

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

勝馬の
紹 介

ウインインスパイア �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．5 東京7着

2011．4．5生 牡4黒鹿 母 ハギノオマージュ 母母 ソーシャルスタンス 21戦2勝 賞金 43，813，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 リッツィー号

25044 9月20日 晴 稍重 （27中山4）第4日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走14時00分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

714 ロックキャンディ 牝3黒鹿52 横山 和生�Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 490－ 21：54．0 19．4�
35 ツクバローレル 牡5黒鹿57 柴田 善臣荻原 昭二氏 小野 次郎 青森 ワールドファーム 504－ 4 〃 アタマ 43．8�
612 ジェイケイニュース 牡4栗 57 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 476＋ 21：54．32 124．6�
36 ピアシングステア 牡3栗 54 木幡 初広水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 494± 01：54．4クビ 5．7�
611 デグニティクローズ 牡4鹿 57 江田 照男�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 526＋ 2 〃 クビ 19．6�
47 � フレンドスイート 牝4鹿 55 丸山 元気横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 444＋101：54．71	 6．0	
713
 トゥールモンド �5栗 57

54 ▲井上 敏樹 
サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael
Verspieren 464＋ 81：54．91 127．2�

59 インパルション �6鹿 57
54 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 大江原 哲 日高 出口牧場 476－ 2 〃 ハナ 169．9�

510 トラキアンコード �3芦 54
52 △石川裕紀人原 �子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 480± 0 〃 ハナ 14．0

12 ベルプラージュ 牝4黒鹿55 蛯名 正義 
キャロットファーム 尾形 充弘 安平 追分ファーム 454＋ 61：55．11 3．5�
816
 サリレモンド 牡4栗 57 田辺 裕信�ノースヒルズ 和田 正道 米

Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

B512－ 61：55．31 19．4�
24 アオイオンリーワン 牡3栗 54 北村 宏司新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 506－ 6 〃 クビ 4．6�
48 クールエイジア 牡3鹿 54 三浦 皇成�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 462＋ 81：55．4クビ 29．1�
11 トミケンチャダル 牝3鹿 52 武士沢友治冨樫 賢二氏 武市 康男 新ひだか 服部 牧場 B472＋ 61：55．5	 106．2�
815
 コスモナチュラル 牡4鹿 57 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 米 Margaux

Farm LLC 496＋ 31：56．88 62．7�
23 
 ランディングバース 牡3鹿 54 戸崎 圭太 
シルクレーシング 加藤 征弘 米 Joe Walkoviak &

Gene Walkoviak B534－ 61：57．75 11．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，322，100円 複勝： 54，055，500円 枠連： 24，121，900円
馬連： 103，078，900円 馬単： 47，354，100円 ワイド： 48，689，300円
3連複： 120，657，600円 3連単： 163，274，700円 計： 597，554，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 490円 � 1，340円 � 2，280円 枠 連（3－7） 5，240円

馬 連 �� 38，130円 馬 単 �� 75，080円

ワ イ ド �� 12，910円 �� 16，660円 �� 39，960円

3 連 複 ��� 962，690円 3 連 単 ��� 4，384，220円

票 数

単勝票数 計 363221 的中 � 14936（8番人気）
複勝票数 計 540555 的中 � 31961（6番人気）� 10353（11番人気）� 5951（14番人気）
枠連票数 計 241219 的中 （3－7） 3566（23番人気）
馬連票数 計1030789 的中 �� 2095（72番人気）
馬単票数 計 473541 的中 �� 473（140番人気）
ワイド票数 計 486893 的中 �� 976（82番人気）�� 755（91番人気）�� 314（111番人気）
3連複票数 計1206576 的中 ��� 94（491番人気）
3連単票数 計1632747 的中 ��� 27（2734番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．7―12．8―12．8―12．1―12．4―13．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．4―50．2―1：03．0―1：15．1―1：27．5―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．9
1
3
・（3，16）7（2，4，10）6，1，14，11－（5，15）（8，13）12－9・（3，16，4）2（7，11，10，6）（8，1，14，12）（5，15）（9，13）

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

勝馬の
紹 介

ロックキャンディ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Montjeu デビュー 2014．11．1 東京4着

2012．4．14生 牝3黒鹿 母 ガ ッ ビ ア 母母 ガ バ ー ナ 11戦2勝 賞金 21，450，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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 ショウナンアイ号



25045 9月20日 晴 良 （27中山4）第4日 第9競走 ��2，000�
し お ど め

汐 留 特 別
発走14時35分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

58 ウインオリアート 牝4黒鹿55 三浦 皇成�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 446＋102：02．1 6．8�
57 アドマイヤピンク 牝3栗 52 柴田 善臣近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 454± 02：02．31� 2．2�
46 ナイアガラモンロー 牝3鹿 52 北村 宏司塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 502＋ 62：02．4� 5．9�
33 ヴァンデミエール 牝4鹿 55 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 4 〃 ハナ 17．1�
610 ツクバアスナロ 牝4鹿 55 田辺 裕信荻原 昭二氏 土田 稔 洞	湖 レイクヴィラファーム 456－10 〃 クビ 6．0	
69 タマモボレロ 牝3鹿 52 吉田 隼人タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 490＋162：02．5� 23．3

11 ソムニアシチー 牝5鹿 55 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 460＋ 8 〃 アタマ 16．8�
45 リボントリコロール 牝5芦 55 石川裕紀人 �グリーンファーム菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 444＋ 42：02．6� 10．4�
22 コスモチョコレイ 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 浦河 高岸 順一 448－ 82：02．91
 38．3
813 グリシーヌシチー 牝3鹿 52 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 456－ 22：03．11� 59．5�
712 コスモツケマ 牝4鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 468－ 62：03．2
 123．6�
814 カノンブルー 牝3鹿 52 丸田 恭介 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 442± 02：03．41� 105．9�
711 リ ッ ツ ィ ー 牝3黒鹿52 西村 太一山住 勲氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 442± 02：04．03� 440．8�
34 � ラヴァーズタイム 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 大栄牧場 430－ 92：04．64 313．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 43，205，500円 複勝： 56，256，600円 枠連： 28，059，100円
馬連： 134，166，700円 馬単： 61，832，800円 ワイド： 52，228，100円
3連複： 145，085，500円 3連単： 235，887，300円 計： 756，721，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 160円 � 120円 � 160円 枠 連（5－5） 730円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 270円 �� 530円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 6，690円

票 数

単勝票数 計 432055 的中 � 50225（4番人気）
複勝票数 計 562566 的中 � 79450（2番人気）� 157487（1番人気）� 77088（3番人気）
枠連票数 計 280591 的中 （5－5） 29595（3番人気）
馬連票数 計1341667 的中 �� 144378（1番人気）
馬単票数 計 618328 的中 �� 22914（6番人気）
ワイド票数 計 522281 的中 �� 51952（1番人気）�� 22510（5番人気）�� 48898（2番人気）
3連複票数 計1450855 的中 ��� 97282（1番人気）
3連単票数 計2358873 的中 ��� 25541（10番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．0―12．5―12．6―12．0―11．9―11．6―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．8―37．8―50．3―1：02．9―1：14．9―1：26．8―1：38．4―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインオリアート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2013．6．30 福島9着

2011．2．17生 牝4黒鹿 母 ゴールドフォイル 母母 ディマイング 21戦2勝 賞金 37，740，000円
※リッツィー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

25046 9月20日 晴 良 （27中山4）第4日 第10競走 ��
��1，200�

は つ か ぜ

初 風 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）
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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

611 サ ザ ナ ミ 牝3鹿 53 戸崎 圭太 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 400－ 61：08．6 3．8�
714 カービングパス 牝3鹿 53 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：08．81� 2．4�
36 	 エビスグレイト 牡5黒鹿57 田中 勝春加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 488± 0 〃 クビ 9．7�
35 
 アスペンサミット 牝5鹿 55 石川裕紀人吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Mr B Hudson,

Mrs JA Hudson 482－ 2 〃 ハナ 12．5�
713 ロマネクイーン 牝5鹿 55 石橋 脩村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B468± 01：08．9クビ 183．3	
816 スーパーアース 牝5黒鹿55 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 468＋ 4 〃 クビ 68．9

23 ダイワベスパー 牝6黒鹿55 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 458－ 21：09．0クビ 39．7�
11 クラウンカイザー 牡6黒鹿57 大野 拓弥�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 490＋ 81：09．21 18．5�
59 ファンデルワールス �6鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 500＋ 2 〃 クビ 17．3
24 エクスクライム 牡6栗 57 木幡 初也前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 446－ 61：09．3クビ 166．8�
48 フリーアズアバード �7鹿 57 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B470＋ 2 〃 同着 55．9�
47 レヴァンタール �6鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 452＋ 61：09．4� 101．5�
12 	 カディーシャ 牝6栗 55 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 B422＋ 41：09．5クビ 118．4�
510 アルマエルナト 牡4栗 57 勝浦 正樹コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 480＋ 21：09．81� 6．7�
612 ヒルノケアンズ 牝5黒鹿55 柴田 善臣�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 474＋ 6 〃 クビ 19．2�
815 オーガンディー 牝4芦 55 丸田 恭介栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 432－141：10．01� 254．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，171，900円 複勝： 60，601，000円 枠連： 42，043，300円
馬連： 164，785，800円 馬単： 77，192，900円 ワイド： 68，098，400円
3連複： 192，365，900円 3連単： 312，977，400円 計： 971，236，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 130円 � 230円 枠 連（6－7） 420円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 240円 �� 810円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 7，250円

票 数

単勝票数 計 531719 的中 � 110648（2番人気）
複勝票数 計 606010 的中 � 108082（2番人気）� 152215（1番人気）� 51659（4番人気）
枠連票数 計 420433 的中 （6－7） 76440（1番人気）
馬連票数 計1647858 的中 �� 235902（1番人気）
馬単票数 計 771929 的中 �� 51144（2番人気）
ワイド票数 計 680984 的中 �� 86878（1番人気）�� 19025（8番人気）�� 28568（4番人気）
3連複票数 計1923659 的中 ��� 73707（3番人気）
3連単票数 計3129774 的中 ��� 31256（10番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．1―11．3―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．8―45．1―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ザ ナ ミ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Peintre Celebre デビュー 2014．8．3 新潟4着

2012．2．20生 牝3鹿 母 クーデンビーチ 母母 Joyful 6戦3勝 賞金 32，264，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エリーティアラ号・クリノヤクマン号・ハワイアンシュガー号

１レース目 ３レース目



25047 9月20日 晴 良 （27中山4）第4日 第11競走 ��
��1，800�ラ ジ オ 日 本 賞

発走15時45分 （ダート・右）
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53�4歳以上56�，牝馬
2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

ラジオ日本賞（1着）
賞 品

本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

22 ストロングサウザー 牡4鹿 56 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 470＋ 41：52．6 6．8�
89 ツクバコガネオー �7栗 56 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 530－ 4 〃 クビ 24．9�
33 	 ダブルスター 牡6栗 56 大野 拓弥�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 512＋ 21：52．81
 5．2�
44 � アメリカンウィナー 牡6青鹿56 柴田 善臣吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote

Stud, Ltd. 498－ 41：53．0� 26．2�
810 キ ク ノ ソ ル 牡5鹿 56 三浦 皇成菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 516＋ 41：53．1� 1．9�
66 � ベルサリエーレ 牡5鹿 56 石川裕紀人藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita 482－10 〃 ハナ 9．0	
55 ア ー デ ン ト 牡6芦 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 01：53．2
 7．1

11 メテオロロジスト 牡8栗 57 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 514－101：53．62
 52．5�
78 アドマイヤブルー 牡6鹿 56 北村 宏司近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 504－222：00．5大差 16．9

（9頭）
77 フィールザスマート 牡4青鹿56 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 77，353，300円 複勝： 70，245，800円 枠連： 40，784，200円 馬連： 227，171，100円 馬単： 127，675，000円
ワイド： 78，802，000円 3連複： 253，519，500円 3連単： 603，396，000円 5重勝： 511，422，800円 計： 1，990，369，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 210円 � 450円 � 200円 枠 連（2－8） 640円

馬 連 �� 6，930円 馬 単 �� 12，140円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 530円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 7，550円 3 連 単 ��� 63，310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����� 1，924，700円

票 数

単勝票数 計 773533 的中 � 90945（3番人気）
複勝票数 計 702458 的中 � 91197（3番人気）� 33524（8番人気）� 104834（2番人気）
枠連票数 計 407842 的中 （2－8） 48866（2番人気）
馬連票数 計2271711 的中 �� 25399（21番人気）
馬単票数 計1276750 的中 �� 7887（35番人気）
ワイド票数 計 788020 的中 �� 13496（18番人気）�� 40668（5番人気）�� 14630（16番人気）
3連複票数 計2535195 的中 ��� 25180（27番人気）
3連単票数 計6033960 的中 ��� 6909（185番人気）
5重勝票数 計5114228 的中 ����� 186

ハロンタイム 12．5―12．2―12．8―13．2―12．4―12．0―11．9―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．7―37．5―50．7―1：03．1―1：15．1―1：27．0―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．5
1
3
6，2（1，3）－（5，10）＝（9，4）＝8・（6，2）3（1，5，10）（9，4）＝8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ストロングサウザー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Lear Fan デビュー 2013．9．15 中山4着

2011．1．28生 牡4鹿 母 エヴァンタイユ 母母 Felicita 16戦6勝 賞金 94，862，000円
〔出走取消〕 フィールザスマート号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔その他〕 アドマイヤブルー号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕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。

25048 9月20日 晴 良 （27中山4）第4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

24 � ビービーボイジャー 牡5栗 57
54 ▲伴 啓太�坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 498－ 21：11．2 4．5�

36 ア サ マ 牡3黒鹿55 戸崎 圭太江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 478－ 21：11．52 8．8�
815� サウスキング 牡4黒鹿57 伊藤 工真南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 480－ 41：11．7� 3．4�
612 マコトカンパネッロ 牝3栗 53

50 ▲井上 敏樹�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 440＋ 8 〃 クビ 17．0�
23 � トキノセレブ 牝4鹿 55 平野 優田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川上 悦夫 472－ 21：11．8クビ 59．6	
12 オーロラッシュ 牡3鹿 55 柴田 大知山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 444＋ 61：12．01� 8．7

59 バーニングハート 牝5鹿 55 田中 勝春吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 452＋ 6 〃 ハナ 88．7�
611 サクセスコード 牡4黒鹿 57

55 △石川裕紀人吉田 晴哉氏 武藤 善則 安平 追分ファーム 494± 0 〃 アタマ 29．0�
47 ハリケーンリリー 	4鹿 57 三浦 皇成山上 和良氏 中川 公成 浦河 木村牧場 504± 0 〃 ハナ 5．4
11 カウンターハッセキ 牡4鹿 57 大江原 圭井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 B456－ 21：12．1クビ 69．9�
713 アルノルフィーニ 牡3鹿 55 武士沢友治�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 山際セントラルスタッド 440± 0 〃 ハナ 7．8�
35 ディアポジション 牡4黒鹿57 勝浦 正樹ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 B470＋ 21：12．2� 33．7�
714 インペリアルブルー 牡4栗 57 丸山 元気 �ブルーマネジメント松永 康利 新ひだか 本桐牧場 B460＋ 61：12．83
 103．7�
510 カシノキングダム 牡3鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 B448－ 81：13．0� 50．3�
816 レガリアシチー 牡5鹿 57

54 ▲野中悠太郎 �友駿ホースクラブ 根本 康広 日高 下河辺牧場 520－121：13．53 240．6�
48 � クールアンジュ 牝4芦 55 丸田 恭介オールラブクラブ 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 1 〃 クビ 246．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，437，100円 複勝： 76，443，800円 枠連： 46，027，100円
馬連： 221，771，100円 馬単： 82，343，500円 ワイド： 88，211，600円
3連複： 235，343，500円 3連単： 361，987，700円 計： 1，174，565，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 250円 � 150円 枠 連（2－3） 2，140円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 4，180円

ワ イ ド �� 960円 �� 340円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 21，080円

票 数

単勝票数 計 624371 的中 � 109686（2番人気）
複勝票数 計 764438 的中 � 123962（2番人気）� 64139（6番人気）� 151418（1番人気）
枠連票数 計 460271 的中 （2－3） 16607（11番人気）
馬連票数 計2217711 的中 �� 69094（11番人気）
馬単票数 計 823435 的中 �� 14746（16番人気）
ワイド票数 計 882116 的中 �� 22138（12番人気）�� 72528（1番人気）�� 27067（10番人気）
3連複票数 計2353435 的中 ��� 55482（8番人気）
3連単票数 計3619877 的中 ��� 12444（54番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．6―12．0―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―34．0―46．0―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ビービーボイジャー �
�
父 アルカセット �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

2010．3．21生 牡5栗 母 タガノチャッター 母母 チャッターボックス 20戦2勝 賞金 28，298，000円
地方デビュー 2012．7．11 門別

※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 バシニアティヴ号

５レース目



（27中山4）第4日 9月20日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 176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

188，550，000円
1，060，000円
10，000，000円
1，270，000円
16，720，000円
63，625，250円
4，576，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
473，426，500円
612，159，400円
315，543，200円
1，347，897，800円
668，622，000円
598，584，400円
1，572，228，800円
2，555，721，900円
511，422，800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 8，655，606，800円

総入場人員 27，268名 （有料入場人員 24，342名）
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