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25049 9月21日 晴 良 （27中山4）第5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

34 アリオンダンス 牡2鹿 54 武士沢友治島川 �哉氏 田村 康仁 新ひだか 前川 正美 446－ 21：57．1 61．8�
814 ロッジポールパイン 牡2青鹿54 丹内 祐次大野 富生氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 514＋ 21：57．73� 42．2�
35 シゲルナガイワシ 牡2栗 54 横山 和生森中 蕃氏 小野 次郎 日高 船越牧場 454＋ 41：58．23 330．4�
610 パ イ ロ ッ ト 牡2黒鹿54 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 478＋ 61：58．41� 12．6�
815 ア ツ コ 牝2鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 日高 豊洋牧場 466－ 61：58．5� 18．6�
22 ビレッジエンパイア 牡2鹿 54 柴田 大知村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 476＋121：59．56 5．1	
11 パントコート 牝2鹿 54 田辺 裕信伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 454＋ 22：00．35 21．0

46 ヤコブノハシゴ 牡2鹿 54 村田 一誠村田 滋氏 柄崎 孝 新ひだか 畠山牧場 428－ 42：00．4クビ 196．2�
712 ロードディロング 牡2青鹿 54

52 △石川裕紀人 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 日高 道見牧場 B506－102：00．5� 34．1
713 ミヤコノアバランチ 牡2芦 54 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 千代田牧場 474＋ 22：00．7� 26．2�
58 ピクニックガーデン 牝2鹿 54 丸山 元気島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 488± 0 〃 ハナ 124．6�
47 トモジャポルックス 牡2芦 54 柴田 善臣吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田中 裕之 460－ 22：01．44 1．6�
611 ウインストアヘッド 牡2鹿 54

51 ▲井上 敏樹�ウイン 清水 英克 新ひだか 木村 秀則 446－ 22：01．72 91．5�
59 ハ ウ ト ア 牡2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム 500＋202：01．8クビ 52．2�
23 	 ウインアルテミス 牝2鹿 54 松岡 正海�ウイン 水野 貴広 米 Colts Neck

Stables, LLC. 448± 02：03．07 7．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，930，300円 複勝： 41，577，200円 枠連： 16，895，800円
馬連： 56，174，800円 馬単： 34，568，400円 ワイド： 29，303，800円
3連複： 75，734，300円 3連単： 115，569，800円 計： 396，754，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，180円 複 勝 � 1，360円 � 1，500円 � 6，930円 枠 連（3－8） 22，230円

馬 連 �� 83，560円 馬 単 �� 190，630円

ワ イ ド �� 15，640円 �� 42，720円 �� 48，460円

3 連 複 ��� 2，704，790円 3 連 単 ��� 27，929，360円

票 数

単勝票数 計 269303 的中 � 3485（11番人気）
複勝票数 計 415772 的中 � 8251（9番人気）� 7474（10番人気）� 1550（15番人気）
枠連票数 計 168958 的中 （3－8） 589（28番人気）
馬連票数 計 561748 的中 �� 521（74番人気）
馬単票数 計 345684 的中 �� 136（152番人気）
ワイド票数 計 293038 的中 �� 485（76番人気）�� 177（96番人気）�� 156（101番人気）
3連複票数 計 757343 的中 ��� 21（455番人気）
3連単票数 計1155698 的中 ��� 3（2643番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．3―50．2―1：03．0―1：16．1―1：29．5―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．1―3F41．0
1
3
1（7，14，15）2－（3，13）5（8，10）－9，12，11（4，6）
1（7，14）15，10（2，3，13）（8，5，4）－12，6，9－11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アリオンダンス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．8．15 新潟11着

2013．4．4生 牡2鹿 母 ヒミノダンス 母母 ヒドゥンダンス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 ハウトア号の騎手西田雄一郎は，第4日第6競走での落馬負傷のため江田照男に変更。
〔発走状況〕 ハウトア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインアルテミス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月21日まで平地

競走に出走できない。

25050 9月21日 晴 良 （27中山4）第5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）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

611 ワンダフルラッシュ 牝2黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 432－ 21：35．9 20．1�

36 ダイワダッチェス 牝2鹿 54 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 468＋101：36．0� 1．6�
59 ラブリーアモン 牝2青 54 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 460－ 2 〃 クビ 13．6�
24 リップルトウショウ 牝2青鹿54 大野 拓弥トウショウ産業� 武井 亮 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 442－ 21：36．1� 9．2�
612 サバイバルポケット 牝2鹿 54 伊藤 工真福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 61：36．31� 6．7�
12 ゴールデンレッグ 牝2鹿 54 田辺 裕信野口 弘司氏 小西 一男 新ひだか 出羽牧場 454± 01：36．51� 122．9	
11 フロンテアクイーン 牝2鹿 54 吉田 隼人長妻 和男氏 国枝 栄 浦河 林 孝輝 446＋ 2 〃 アタマ 33．1

23 スカーレットルビー 牝2鹿 54 柴田 善臣芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 436＋ 2 〃 アタマ 49．5�
816 リュイールスター 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 8 〃 クビ 23．5�
714 コ イ キ 牝2鹿 54 木幡 初広石瀬 浩三氏 土田 稔 新ひだか 中田 英樹 426－ 21：36．81� 69．1
47 タニマサガール 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 富菜牧場 416＋ 21：37．01� 29．3�
48 レオディーセ 牝2青鹿 54

51 ▲井上 敏樹�レオ 萱野 浩二 浦河 吉田 又治 418＋ 2 〃 同着 160．1�
713 ニケトップラン 牝2鹿 54 田中 勝春島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 432± 01：37．21 161．7�
35 シゲルチヌダイ 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 青森 大前 典男 448－ 21：37．52 253．3�
510 オールプリュネル 牝2鹿 54 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 442－ 4 〃 クビ 12．6�
815 ナムラバイオレット 牝2栗 54 津村 明秀奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 476－ 21：37．71� 281．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，694，400円 複勝： 53，615，100円 枠連： 19，113，300円
馬連： 62，667，700円 馬単： 36，168，600円 ワイド： 35，239，800円
3連複： 82，947，900円 3連単： 116，347，700円 計： 439，794，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 320円 � 110円 � 290円 枠 連（3－6） 370円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 620円 �� 2，810円 �� 610円

3 連 複 ��� 5，190円 3 連 単 ��� 50，380円

票 数

単勝票数 計 336944 的中 � 13397（6番人気）
複勝票数 計 536151 的中 � 25013（6番人気）� 256259（1番人気）� 28545（5番人気）
枠連票数 計 191133 的中 （3－6） 39594（1番人気）
馬連票数 計 626677 的中 �� 34379（5番人気）
馬単票数 計 361686 的中 �� 5822（15番人気）
ワイド票数 計 352398 的中 �� 15108（5番人気）�� 3014（28番人気）�� 15367（4番人気）
3連複票数 計 829479 的中 ��� 11978（16番人気）
3連単票数 計1163477 的中 ��� 1674（139番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．8―12．0―12．3―12．2―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―35．9―47．9―1：00．2―1：12．4―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワンダフルラッシュ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2015．8．29 新潟4着

2013．3．24生 牝2黒鹿 母 アドマイヤパンチ 母母 ロイヤルカード 2戦1勝 賞金 6，100，000円

第４回 中山競馬 第５日



25051 9月21日 晴 良 （27中山4）第5日 第3競走 ��2，000�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
1：59．9
1：59．9

良
良

66 フィンガーポスト 牡2鹿 54 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 462－ 82：02．0 2．3�
89 ファータグリーン 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 416± 02：02．42� 6．3�
11 バルダッサーレ 牡2黒鹿54 石橋 脩伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 466－ 62：02．5� 7．8�
33 マイネルビッグバン 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 2 〃 ハナ 4．3�
55 ミュゼリバイアサン 牡2鹿 54 田辺 裕信坂本 肇氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 504＋ 82：02．71� 4．9�
44 ウインバーニング 牡2鹿 54

51 ▲井上 敏樹�ウイン 武市 康男 新冠 中本牧場 456＋122：03．33� 70．0	
22 ホルスナイフ 牡2栗 54 北村 宏司島川 
哉氏 小笠 倫弘 日高 下河辺牧場 460＋ 22：03．62 55．3�
77 コスモヒドラ 牡2鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 42：04．34 86．2
810 エヌケイボーイ 牡2黒鹿54 江田 照男長谷川兼美氏 菅原 泰夫 新ひだか 畠山牧場 464－ 22：04．72� 95．2�
78 ウィップアロング 牡2青鹿54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 天間 昭一 浦河 三枝牧場 456± 02：05．76 17．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，817，200円 複勝： 32，505，200円 枠連： 10，340，100円
馬連： 52，251，300円 馬単： 30，815，600円 ワイド： 26，659，500円
3連複： 65，332，700円 3連単： 115，884，500円 計： 360，606，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 150円 � 160円 枠 連（6－8） 610円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 240円 �� 330円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 3，850円

票 数

単勝票数 計 268172 的中 � 89940（1番人気）
複勝票数 計 325052 的中 � 90512（1番人気）� 51517（3番人気）� 41958（4番人気）
枠連票数 計 103401 的中 （6－8） 12965（2番人気）
馬連票数 計 522513 的中 �� 66221（2番人気）
馬単票数 計 308156 的中 �� 19773（3番人気）
ワイド票数 計 266595 的中 �� 30274（2番人気）�� 20395（4番人気）�� 15182（6番人気）
3連複票数 計 653327 的中 ��� 46817（4番人気）
3連単票数 計1158845 的中 ��� 21783（4番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．4―12．1―12．5―11．9―11．9―12．2―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―36．9―49．0―1：01．5―1：13．4―1：25．3―1：37．5―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フィンガーポスト �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．8．9 新潟3着

2013．2．14生 牡2鹿 母 ブロンコーネ 母母 ミセスビクトリア 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔発走状況〕 コスモヒドラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

25052 9月21日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27中山4）第5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

711 ブライトボーイ 牡6鹿 60 草野 太郎古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 488－ 23：13．8 5．6�
44 シゲルヒノクニ 牡3栗 58 山本 康志森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 486± 03：14．22� 11．1�
68 � サンマルヴィエント 牡7栗 60 高野 和馬相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 492＋ 63：15．9大差 14．7�
813 ショウナンライコウ 牡3鹿 58 浜野谷憲尚国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 486＋ 83：16．0� 6．2�
812 オールデフィート 牡4鹿 60 五十嵐雄祐�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 476＋ 83：16．1� 3．3�
22 コーリンジャヴロー 牡4鹿 60 上野 翔伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 474－ 23：16．2� 17．7	
69 � ニューコネクション 牡8栗 60 石神 深一吉橋 計氏 石毛 善彦 新冠 新冠橋本牧場 496＋ 63：16．62� 4．1

710 ヒ ラ リ ア ス 牝4鹿 58 金子 光希岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 本桐牧場 466－ 13：16．8� 29．5�
45 ナッハフォルガー 	4青鹿60 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 安平 追分ファーム 468－163：19．3大差 21．2�
57 ザ キ ス 牝3鹿 56 江田 勇亮�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 前田 宗将 474＋ 63：19．72� 112．4
56 � クリノグランデ 牡5栗 60 蓑島 靖典栗本 博晴氏 星野 忍 日高 ヤナガワ牧場 468－ 63：20．87 109．5�
11 シゲルケンカヤマ 牡3栗 58 小野寺祐太森中 蕃氏 和田 雄二 浦河 馬道 繁樹 484－ 43：21．54 22．0�
33 ビッグチャンピオン 牡3黒鹿58 大江原 圭坪野谷和平氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 480－ 63：23．110 84．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，925，500円 複勝： 22，571，800円 枠連： 17，284，800円
馬連： 42，149，700円 馬単： 23，964，200円 ワイド： 22，764，800円
3連複： 58，544，300円 3連単： 81，680，000円 計： 288，885，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 330円 � 340円 枠 連（4－7） 1，910円

馬 連 �� 4，660円 馬 単 �� 7，730円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 1，300円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 17，280円 3 連 単 ��� 73，930円

票 数

単勝票数 計 199255 的中 � 28042（3番人気）
複勝票数 計 225718 的中 � 41157（2番人気）� 15786（5番人気）� 15514（6番人気）
枠連票数 計 172848 的中 （4－7） 6990（7番人気）
馬連票数 計 421497 的中 �� 6996（20番人気）
馬単票数 計 239642 的中 �� 2323（28番人気）
ワイド票数 計 227648 的中 �� 4246（15番人気）�� 4527（14番人気）�� 3300（22番人気）
3連複票数 計 585443 的中 ��� 2540（60番人気）
3連単票数 計 816800 的中 ��� 801（258番人気）
上り 1マイル 1：48．1 4F 52．8－3F 39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブライトボーイ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．20 東京4着

2009．3．30生 牡6鹿 母 カレンバレリーナ 母母 シアラスダンサー 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円

追 加 記 事（第 4回中山競馬第 4日第 4競走）
〔その他〕　　タイムカム号は，競走中に疾病〔右第 1指骨剥離骨折〕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。



25053 9月21日 晴 良 （27中山4）第5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

44 トップライセンス 牝2青鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 460 ―1：10．7 1．5�
56 ラベンダーメモリー 牝2鹿 54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 一山育成牧場 438 ―1：10．91� 6．6�
45 リバティークイーン 牝2黒鹿54 吉田 隼人平川 浩之氏 小笠 倫弘 様似 澤井 義一 444 ―1：11．0� 21．1�
33 ニューゴーカイオー 牡2鹿 54 内田 博幸平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 442 ―1：11．21� 8．1�
68 ヴィランドリー 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 元道牧場 450 ―1：11．3� 49．2�
57 ナリノスワンキー 牝2鹿 54 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 460 ―1：11．51� 7．3	
711 スフバータル 牡2栗 54

51 ▲井上 敏樹�和田牧場 和田 正道 新ひだか 城市 公 458 ―1：11．92� 70．3

812 カシノライセンス 牡2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 奥山 博 406 ―1：12．21� 144．1�
813 ヴ ェ リ タ ス 牝2栗 54 横山 和生加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 408 ― 〃 ハナ 25．2�
710 ウ ソ デ シ ョ 牡2鹿 54 柴田 大知小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 442 ― 〃 ハナ 35．1
22 タイニーアゲン 牝2栗 54 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 明仁 428 ―1：12．84 284．1�
11 フジエンジェル 牝2栗 54 柴山 雄一藤田 達男氏 小島 太 千歳 社台ファーム 424 ―1：13．22� 88．5�
69 ヤマニンジーベック 牡2鹿 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 414 ― （競走中止） 76．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，104，700円 複勝： 38，998，700円 枠連： 15，357，500円
馬連： 48，859，100円 馬単： 35，614，400円 ワイド： 27，291，500円
3連複： 60，990，000円 3連単： 113，820，000円 計： 373，035，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 260円 枠 連（4－5） 230円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 250円 �� 520円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 4，090円

票 数

単勝票数 計 321047 的中 � 168486（1番人気）
複勝票数 計 389987 的中 � 180314（1番人気）� 44101（3番人気）� 21188（5番人気）
枠連票数 計 153575 的中 （4－5） 50795（1番人気）
馬連票数 計 488591 的中 �� 71046（2番人気）
馬単票数 計 356144 的中 �� 40637（1番人気）
ワイド票数 計 272915 的中 �� 32260（2番人気）�� 12813（4番人気）�� 5170（11番人気）
3連複票数 計 609900 的中 ��� 27093（4番人気）
3連単票数 計1138200 的中 ��� 20142（7番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．8―12．0―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．3―47．3―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップライセンス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 General Meeting 初出走

2013．2．11生 牝2青鹿 母 キャリアコレクション 母母 River of Stars 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ヴィランドリー号の騎手西田雄一郎は，第4日第6競走での落馬負傷のため嘉藤貴行に変更。
〔競走中止〕 ヤマニンジーベック号は，競走中に疾病〔両第3中手骨複骨折〕を発症し，決勝線手前で転倒したため競走中止。
※出走取消馬 マツリダインゴット号（疾病〔右前挫跖〕のため）
※マツリダインゴット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

25054 9月21日 晴 良 （27中山4）第5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）

牝，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

813 ジョンブドール 牝3鹿 54 柴田 善臣 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 442＋121：56．2 12．8�
711 レーヌドオリエント 牝3鹿 54 内田 博幸�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 4 〃 ハナ 4．5�
57 レインボーシャワー 牝3鹿 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 日高 日高大洋牧場 496＋ 2 〃 クビ 6．9�
68 アモーレエテルノ 牝3芦 54 北村 宏司 �キャロットファーム 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484－ 41：56．62� 3．7�
45 ティースワロ 牝3鹿 54 松岡 正海深見 富朗氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 462＋ 41：56．81 26．2	
44 スカイトップ 牝3黒鹿54 大野 拓弥久米田 榮氏 大竹 正博 新ひだか 木田牧場 454＋101：56．9� 113．3

11 ボンヌヴェル 牝3鹿 54 岩田 康誠堀 祥子氏 小島 太 千歳 社台ファーム 454－101：57．0� 33．3�
710 エフティベス 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 472－101：57．42� 4．6�
69 クインズアベンチャ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新ひだか 松田牧場 458＋ 61：57．72 15．6
812 エビスシハーブ 牝3栗 54 C．ルメール 加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 434－ 41：57．8クビ 16．0�
56 クールオボロ 牝3青鹿54 田辺 裕信川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 久井牧場 442＋ 41：58．75 10．1�
22 エンブレマータ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 478－ 41：58．8クビ 91．9�
33 ミエノキティ 牝3鹿 54 田中 勝春里見美惠子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 418－ 61：59．01� 114．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，701，100円 複勝： 42，233，900円 枠連： 20，968，300円
馬連： 74，120，900円 馬単： 35，370，300円 ワイド： 36，269，900円
3連複： 87，439，800円 3連単： 124，687，700円 計： 448，791，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 320円 � 190円 � 230円 枠 連（7－8） 1，000円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 9，060円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，650円 �� 630円

3 連 複 ��� 7，450円 3 連 単 ��� 58，470円

票 数

単勝票数 計 277011 的中 � 17261（6番人気）
複勝票数 計 422339 的中 � 29811（6番人気）� 64720（2番人気）� 48498（4番人気）
枠連票数 計 209683 的中 （7－8） 16234（4番人気）
馬連票数 計 741209 的中 �� 15602（13番人気）
馬単票数 計 353703 的中 �� 2927（37番人気）
ワイド票数 計 362699 的中 �� 6887（15番人気）�� 5482（23番人気）�� 15566（5番人気）
3連複票数 計 874398 的中 ��� 8794（27番人気）
3連単票数 計1246877 的中 ��� 1546（215番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．6―50．8―1：03．2―1：15．6―1：28．4―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―3F40．6
1
3
6，7，8，9，11－（10，12）2，13，3，5，1，4・（6，7，8）（9，11）（10，12，1）－13（3，5）－4＝2

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

勝馬の
紹 介

ジョンブドール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2014．12．20 中山3着

2012．4．3生 牝3鹿 母 シャープキック 母母 ペッパーキャロル 5戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 エンブレマータ号の騎手伴啓太は，発走後まもなく十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて戒告。（被

害馬：6番）
エンブレマータ号の騎手伴啓太は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）



25055 9月21日 晴 良 （27中山4）第5日 第7競走 ��2，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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
2：28．8
2：28．6

重
不良

77 セイカアヴァンサ 牡3鹿 54 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 448－ 82：35．8 7．6�
66 アンヴェイルド 牡4鹿 57 C．ルメール 窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 492± 0 〃 アタマ 7．2�
11 アムールスキー 牡4鹿 57 北村 宏司 �シルクレーシング 小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 22：36．65 9．5�
22 アカノジュウハチ 牡4芦 57 田中 勝春根本 忠義氏 尾関 知人 平取 坂東牧場 510＋102：37．45 1．6�
89 マイネルカペラ 牡3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 82：37．82� 56．7	
55 オペラハット 牡4鹿 57 戸崎 圭太小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 452－102：38．22� 5．0

810 ク ピ ド 牡3鹿 54 江田 照男�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 友田牧場 452＋ 22：38．41� 29．6�
44 � ヴィクトリーノヴァ 牡4芦 57

54 ▲井上 敏樹古賀 慎一氏 谷原 義明 日高 中川 浩典 434± 02：40．2大差 112．7�
78 � ファイアキング 牡5鹿 57

54 ▲野中悠太郎栗本 博晴氏 大江原 哲 浦河 恵比寿牧場 460＋ 22：42．0大差 119．6
33 � イーストフォンテン 牡4芦 57 柴田 大知吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 516＋ 22：45．0大差 125．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，178，500円 複勝： 73，723，900円 枠連： 14，491，300円
馬連： 59，311，100円 馬単： 44，093，000円 ワイド： 29，874，500円
3連複： 76，779，900円 3連単： 180，972，400円 計： 509，424，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 410円 � 500円 � 520円 枠 連（6－7） 3，490円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 5，950円

ワ イ ド �� 630円 �� 760円 �� 650円

3 連 複 ��� 5，880円 3 連 単 ��� 37，400円

票 数

単勝票数 計 301785 的中 � 31497（4番人気）
複勝票数 計 737239 的中 � 48452（3番人気）� 38679（4番人気）� 36433（5番人気）
枠連票数 計 144913 的中 （6－7） 3217（11番人気）
馬連票数 計 593111 的中 �� 16955（10番人気）
馬単票数 計 440930 的中 �� 5556（17番人気）
ワイド票数 計 298745 的中 �� 12284（8番人気）�� 9934（11番人気）�� 11858（10番人気）
3連複票数 計 767799 的中 ��� 9793（18番人気）
3連単票数 計1809724 的中 ��� 3508（91番人気）

ハロンタイム 13．2―12．5―13．0―12．9―13．8―13．9―13．3―12．7―12．5―12．6―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．7―38．7―51．6―1：05．4―1：19．3―1：32．6―1：45．3―1：57．8―2：10．4―2：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F50．5―3F38．0
1
�
6，7（1，9）－3，2－5－4－（8，10）・（6，7）9，1，2－5－10，3，4－8

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

勝馬の
紹 介

セイカアヴァンサ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2014．10．11 東京7着

2012．2．25生 牡3鹿 母 セイカカロブ 母母 サンデーズシス 15戦2勝 賞金 19，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファイアキング号・イーストフォンテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

10月21日まで平地競走に出走できない。

25056 9月21日 晴 良 （27中山4）第5日 第8競走 ��1，200�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

12 アキトフォルテ 牡3鹿 55 C．ルメール 岡田 昭利氏 尾関 知人 平取 坂東牧場 520＋ 21：11．4 2．3�
24 イ ア ペ ト ス 牡3鹿 55 江田 照男�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 476＋161：11．82� 29．3�
815 サウスリュウセイ 牡3鹿 55

53 △石川裕紀人南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 466＋ 4 〃 ハナ 9．1�
23 ダ ウ ト レ ス 牡4鹿 57 柴山 雄一�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514＋ 41：11．9� 5．6�
36 クラシックマーク 牝4栗 55

52 ▲木幡 初也小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 436± 01：12．0クビ 29．8	
11 ウエスタンニンジャ 牡4栗 57 柴田 善臣西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム B466－ 61：12．21� 120．8

47 � ハナズウェポン 牡4栗 57 柴田 大知M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 472－ 8 〃 ハナ 19．7�
611� ドゥーイット 牡4栗 57 長岡 禎仁�ヒダカファーム堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 438－171：12．51	 49．2�
612� クリノツネチャン 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 454± 0 〃 アタマ 212．8
59 ヤマタケマツリ 牝3鹿 53

50 ▲井上 敏樹山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 6 〃 アタマ 108．5�
816 ハッピーサークル 牝3黒鹿53 内田 博幸西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 492＋ 2 〃 アタマ 4．1�
35 ビレッジトプテム 牡3栗 55 吉田 豊村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 見上牧場 490＋ 4 〃 アタマ 71．1�
714 ダテノトライアンフ 牡4栗 57 岩田 康誠関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 470＋ 61：12．6	 20．9�
48 ドリームメモリー 牝3鹿 53 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 454＋ 21：12．7クビ 17．2�
510� リストワール 牝4黒鹿55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 464＋ 2 〃 ハナ 55．1�
713� カシノシュウセイ 牡4鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 三石川上牧場 522± 01：26．6大差 198．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，990，900円 複勝： 41，344，100円 枠連： 24，853，100円
馬連： 82，948，400円 馬単： 42，531，700円 ワイド： 42，411，600円
3連複： 106，163，000円 3連単： 151，640，900円 計： 522，883，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 530円 � 200円 枠 連（1－2） 560円

馬 連 �� 3，720円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 500円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 9，630円 3 連 単 ��� 40，790円

票 数

単勝票数 計 309909 的中 � 103979（1番人気）
複勝票数 計 413441 的中 � 107170（1番人気）� 14236（9番人気）� 49893（4番人気）
枠連票数 計 248531 的中 （1－2） 34207（2番人気）
馬連票数 計 829484 的中 �� 17249（11番人気）
馬単票数 計 425317 的中 �� 6571（15番人気）
ワイド票数 計 424116 的中 �� 7779（13番人気）�� 23454（3番人気）�� 3647（29番人気）
3連複票数 計1061630 的中 ��� 8263（28番人気）
3連単票数 計1516409 的中 ��� 2695（115番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―12．0―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．3―46．3―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アキトフォルテ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．11．1 東京3着

2012．4．16生 牡3鹿 母 チ ェ ル カ 母母 ウエスタンワールド 7戦2勝 賞金 19，920，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノシュウセイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月21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） 4頭 ツウローゼズ号・ドラゴンビューティ号・ベラフォレスタ号・ワイルドジーク号
（非抽選馬） 3頭 ヴェイルドスケール号・ジュエルアラモード号・スズカプリティー号



25057 9月21日 晴 良 （27中山4）第5日 第9競走 ��
��1，800�

し ろ い

白 井 特 別
発走14時35分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

白井市長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

67 ブリリアントアスク 牝5鹿 55 蛯名 正義廣崎 利洋氏 中舘 英二 新冠 川上牧場 462＋ 21：47．1 4．9�
33 ロジダーリング 牡3鹿 54 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 洞�湖 レイクヴィラファーム 458± 01：47．52	 4．4�
55 ベストドリーム 牡4鹿 57 岩田 康誠堀口 晴男氏 谷原 義明 日高 日西牧場 466－12 〃 クビ 6．9�
811 レインオーバー 
4青鹿57 石橋 脩 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム B440－ 41：47．6クビ 15．3�
810 ポーラメソッド 牡4芦 57 C．ルメール �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 500－ 4 〃 ハナ 4．5	
79 マイネルシュライ 牡7青 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B514＋241：47．7	 74．8


66 シベリアンタイガー 
4鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 458－ 61：47．8� 51．0�
11 ピュアソルジャー 牡5鹿 57 戸崎 圭太鶴見 芳子氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 474－ 21：47．9クビ 10．3�
44 ラスヴェンチュラス 牝6鹿 55 内田 博幸西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 440＋10 〃 ハナ 13．5
78 コスモグレースフル 牡6鹿 57 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 502－181：48．22 66．8�
22 レッドルモンド 牡3青鹿54 四位 洋文 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 514－ 41：48．52 5．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，982，500円 複勝： 48，289，000円 枠連： 20，011，500円
馬連： 115，257，700円 馬単： 51，606，500円 ワイド： 45，089，700円
3連複： 126，084，200円 3連単： 205，406，800円 計： 649，727，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 150円 � 190円 枠 連（3－6） 990円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 400円 �� 560円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 10，120円

票 数

単勝票数 計 379825 的中 � 61251（3番人気）
複勝票数 計 482890 的中 � 81995（2番人気）� 86714（1番人気）� 59547（4番人気）
枠連票数 計 200115 的中 （3－6） 15525（3番人気）
馬連票数 計1152577 的中 �� 77764（1番人気）
馬単票数 計 516065 的中 �� 19268（1番人気）
ワイド票数 計 450897 的中 �� 29881（1番人気）�� 20074（6番人気）�� 18887（7番人気）
3連複票数 計1260842 的中 ��� 42631（2番人気）
3連単票数 計2054068 的中 ��� 14703（7番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―11．3―11．7―11．5―12．1―12．2―12．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―35．8―47．5―59．0―1：11．1―1：23．3―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブリリアントアスク �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2012．6．30 函館3着

2010．3．17生 牝5鹿 母 マーズプリンセス 母母 ディアーミミ 30戦4勝 賞金 50，867，000円
〔騎手変更〕 ポーラメソッド号の騎手西田雄一郎は，第4日第6競走での落馬負傷のためC．ルメールに変更。

25058 9月21日 晴 良 （27中山4）第5日 第10競走 ��
��1，200�

う ら や す

浦 安 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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 ワ デ ィ 牝4栗 55 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472－ 61：10．4 2．1�

35 キョウエイハピネス 牡4栗 57 松岡 正海田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木 昭雄 486± 01：10．5� 6．0�
815 ア ト ラ ン タ 牡3鹿 55 戸崎 圭太桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 520＋ 21：10．6クビ 8．7�
510 ヒカリブランデー 牡4鹿 57 北村 宏司�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 484± 0 〃 クビ 33．4�
612	 スズカアーサー 牡6鹿 57 丸田 恭介永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 490－ 21：10．7
 152．9�
816 サンマディソン 牝4鹿 55 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 456－ 41：10．8クビ 37．5	
24 スマートレパード �5栃栗57 草野 太郎大川 徹氏 杉浦 宏昭 新ひだか 飛野牧場 494－ 61：11．01� 47．9

59 シュナップス 牡5栗 57 吉田 豊藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 450－101：11．32 22．9�
47 シャンパンルージュ 牝5鹿 55 柴田 善臣�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ B496＋ 21：11．51� 103．2�
36 オメガハイヌーン 牡3鹿 55 岩田 康誠原 子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 472－ 61：11．82 14．0
713 ラスパジャサーダス 牝3芦 53 内田 博幸佐々木雄二氏 中舘 英二 伊達 高橋農場 452－ 2 〃 ハナ 5．6�
23 ヒカリマサムネ 牡5栗 57 石橋 脩�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 466－ 21：11．9クビ 20．8�
714 ハルズハッピー 牡5芦 57 江田 照男田中 昇氏 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 500－16 〃 ハナ 36．8�
611 ヒカルランナー 牡6鹿 57 長岡 禎仁安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 528＋121：12．0� 79．6�
48 	 ジョーチャーリー 牡4黒鹿57 柴田 大知上田けい子氏 畠山 吉宏 浦河 バンブー牧場 458＋ 11：12．1� 49．1�
12 オ リ ア ー ナ 牝5青鹿55 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 510＋ 21：13．16 226．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，075，700円 複勝： 68，232，400円 枠連： 36，288，200円
馬連： 164，685，800円 馬単： 71，877，300円 ワイド： 68，623，600円
3連複： 198，263，500円 3連単： 310，676，000円 計： 965，722，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 150円 � 220円 枠 連（1－3） 470円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 280円 �� 430円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 5，650円

票 数

単勝票数 計 470757 的中 � 177741（1番人気）
複勝票数 計 682324 的中 � 183317（1番人気）� 115640（2番人気）� 60701（4番人気）
枠連票数 計 362882 的中 （1－3） 59832（1番人気）
馬連票数 計1646858 的中 �� 184908（1番人気）
馬単票数 計 718773 的中 �� 54025（1番人気）
ワイド票数 計 686236 的中 �� 68029（1番人気）�� 40218（3番人気）�� 19419（9番人気）
3連複票数 計1982635 的中 ��� 77456（2番人気）
3連単票数 計3106760 的中 ��� 39827（4番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．0―11．6―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．4―45．0―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F37．0
3 15（3，5）－（1，13）－14，9（2，10，7）16，6，4－12－8＝11 4 ・（3，5，15）（1，13）－10，9，14，7，16，2，6－（4，12）－8－11

勝馬の
紹 介

ワ デ ィ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Rahy デビュー 2013．10．26 京都10着

2011．3．20生 牝4栗 母 フラグラントオアシス 母母 Raahia 14戦4勝 賞金 58，918，000円
〔騎手変更〕 シャンパンルージュ号の騎手西田雄一郎は，第4日第6競走での落馬負傷のため柴田善臣に変更。
〔制裁〕 シュナップス号の騎手吉田豊は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※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） 3頭 スペルオンミー号・ダブルファンタジー号・ドラゴンゲート号
（非抽選馬） 3頭 ガッサンプレイ号・クールヴェント号・レアヴェントゥーレ号

１レース目 ３レース目



25059 9月21日 晴 良 （27中山4）第5日 第11競走 ��
��2，200�第69回朝日杯セントライト記念（ＧⅡ）

発走15時45分 （菊花賞トライアル） （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

朝日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，078，000円 308，000円 154，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

713 キタサンブラック 牡3鹿 56 北村 宏司�大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 532＋122：13．8 12．5�
34 ミュゼエイリアン 牡3鹿 56 横山 典弘坂本 肇氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 476＋ 22：13．9� 24．0�
22 ジュンツバサ 牡3鹿 56 石橋 脩河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 490－ 4 〃 アタマ 30．4�
11 ウイングチップ 牡3黒鹿56 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 492± 0 〃 ハナ 83．0�
23 ベ ル ー フ 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B480－ 82：14．0クビ 6．1�
610 タンタアレグリア 牡3栗 56 蛯名 正義	G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 2 〃 クビ 12．2

46 サトノラーゼン 牡3鹿 56 岩田 康誠里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462＋ 82：14．1クビ 2．9�
58 レッドライジェル 牡3鹿 56 四位 洋文 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 438－10 〃 ハナ 19．0�
814 グリュイエール 牡3芦 56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス	 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 クビ 49．6
712 ブライトエンブレム 牡3鹿 56 田辺 裕信 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 484± 02：14．2� 4．5�
59 タケルラムセス 牡3鹿 56 吉田 豊森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 466－ 22：14．3� 281．1�
815 ブランドベルグ 牡3青鹿56 松田 大作 	グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 470－ 22：14．51� 67．6�
47 ミュゼゴースト 牡3黒鹿56 柴田 善臣坂本 肇氏 大江原 哲 新ひだか 城地 清満 500＋ 42：14．6	 20．5�
611 スモークフリー 牡3芦 56 柴山 雄一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 520－ 6 〃 クビ 31．7�
35 ロッカフェスタ 牡3青鹿56 C．ルメール �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 450＋ 22：14．7クビ 9．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 226，233，000円 複勝： 311，348，000円 枠連： 145，865，600円 馬連： 768，839，800円 馬単： 350，495，500円
ワイド： 337，881，000円 3連複： 1，153，844，100円 3連単： 1，987，140，800円 5重勝： 480，916，100円 計： 5，762，563，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 450円 � 820円 � 920円 枠 連（3－7） 1，570円

馬 連 �� 13，320円 馬 単 �� 24，230円

ワ イ ド �� 4，180円 �� 6，370円 �� 10，330円

3 連 複 ��� 125，690円 3 連 単 ��� 618，050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����� 213，060円

票 数

単勝票数 計2262330 的中 � 144699（6番人気）
複勝票数 計3113480 的中 � 194287（6番人気）� 98233（10番人気）� 86230（11番人気）
枠連票数 計1458656 的中 （3－7） 71869（6番人気）
馬連票数 計7688398 的中 �� 44733（40番人気）
馬単票数 計3504955 的中 �� 10847（72番人気）
ワイド票数 計3378810 的中 �� 21000（43番人気）�� 13673（58番人気）�� 8401（72番人気）
3連複票数 計11538441 的中 ��� 6885（237番人気）
3連単票数 計19871408 的中 ��� 2331（1185番人気）
5重勝票数 計4809161 的中 ����� 1580

ハロンタイム 12．6―11．6―12．2―12．3―12．4―12．6―12．5―12．6―11．9―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．2―36．4―48．7―1：01．1―1：13．7―1：26．2―1：38．8―1：50．7―2：02．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．0
1
3
4，13，7（1，11）3（2，10）－14，6（5，15）（9，12）＝8・（4，13）11（1，7）（2，3）（10，12）（6，14）（9，5，15）8

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

勝馬の
紹 介

キタサンブラック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．1．31 東京1着

2012．3．10生 牡3鹿 母 シュガーハート 母母 オトメゴコロ 6戦4勝 賞金 147，418，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりキタサンブラック号・ミュゼエイリアン号・ジュンツバサ号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

25060 9月21日 晴 良 （27中山4）第5日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走16時25分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

713 マイネルイルミナル 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 464± 01：49．0 5．3�

47 トミケンスラーヴァ 牡5鹿 57 江田 照男冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 498－ 6 〃 クビ 59．9�
11 ブレイクザポケット 牡3鹿 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 41：49．1クビ 4．6�
22 ニシノオタケビ 牡3鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 472＋ 61：49．2� 5．9�
23 オンタケハート 牡4鹿 57 田中 勝春宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 482－ 6 〃 アタマ 12．8	
34 マ ー セ ラ ス 牡3黒鹿54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 438－ 21：49．3� 14．6

610 ダークファンタジー 牡4栗 57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 550－161：49．4� 6．0�
815 アートフェスタ 牡4黒鹿57 内田 博幸森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 506－ 21：49．61� 16．4�
58 メイショウサワヤカ 牝3黒鹿52 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B450－ 4 〃 クビ 18．2
35 ムーンマジェスティ 牡3栗 54 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 416＋ 41：49．7� 7．0�
46 トーセンペンタゴン 牡3青 54 嶋田 純次島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B474－ 41：49．91 117．0�
611 ココスタイル 牡3芦 54 石橋 脩林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 508－ 81：50．0� 61．5�
814 セラフィーナ 牝3青鹿 52

49 ▲伴 啓太矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 B420－121：50．1� 158．7�
712 ナリノパシオン 牡3栗 54 戸崎 圭太成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 482＋101：50．2� 23．2�
59 ウインセイヴィア 牡3栗 54

52 △石川裕紀人�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 460± 01：50．52 49．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 69，127，400円 複勝： 101，777，700円 枠連： 47，376，100円
馬連： 229，996，300円 馬単： 80，419，200円 ワイド： 89，534，400円
3連複： 256，423，800円 3連単： 395，267，700円 計： 1，269，922，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 1，790円 � 200円 枠 連（4－7） 8，260円

馬 連 �� 25，190円 馬 単 �� 33，780円

ワ イ ド �� 8，400円 �� 610円 �� 9，700円

3 連 複 ��� 47，700円 3 連 単 ��� 268，320円

票 数

単勝票数 計 691274 的中 � 103809（2番人気）
複勝票数 計1017777 的中 � 141883（3番人気）� 11124（13番人気）� 151355（1番人気）
枠連票数 計 473761 的中 （4－7） 4440（26番人気）
馬連票数 計2299963 的中 �� 7528（53番人気）
馬単票数 計 804192 的中 �� 1785（93番人気）
ワイド票数 計 895344 的中 �� 2634（61番人気）�� 41048（4番人気）�� 2278（68番人気）
3連複票数 計2564238 的中 ��� 4031（131番人気）
3連単票数 計3952677 的中 ��� 1068（766番人気）

ハロンタイム 13．3―12．7―12．6―12．2―11．7―11．8―11．6―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―26．0―38．6―50．8―1：02．5―1：14．3―1：25．9―1：37．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルイルミナル �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 タマモクロス デビュー 2012．7．8 福島5着

2010．3．9生 牡5鹿 母 マイネアクティース 母母 ヒカルダンサー 26戦2勝 賞金 39，700，000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） 1頭 ルネッタアスール号
（非抽選馬） 3頭 ストーミング号・ネルトスグアサ号・マイネルシャルフ号

５レース目



（27中山4）第5日 9月21日 （祝日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163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

262，000，000円
2，080，000円
10，820，000円
2，430，000円
23，670，000円
62，038，500円
5，249，600円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
608，761，200円
876，217，000円
388，845，600円
1，757，262，600円
837，524，700円
790，944，100円
2，348，547，500円
3，899，094，300円
480，916，100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 11，988，113，100円

総入場人員 33，212名 （有料入場人員 30，272名）
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