
２７０１１ ９月１０日 晴 良 （２３中山４）第１日 第１１競走 ��
��２，０００�

し お ん

紫苑ステークス
発走１５時４５分 （秋華賞トライアル） （芝・右）

牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

４６ カ ル マ ー ト 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６－ ４１：５８．２レコード ７．６�

５９ デルマドゥルガー 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４９０＋ ８ 〃 ハナ １０．６�
６１０ コスモバタフライ 牝３黒鹿５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 ４６０± ０１：５８．５２ ５８．０�
３４ � メ ー ヴ ェ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 D. D. and Mrs

Jean P. Clee ４５４＋ ４１：５８．６� ３８．０�
１１ マイネソルシエール 牝３栗 ５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋１２１：５８．８１� ８５．０�
８１５ ア カ ン サ ス 牝３青 ５４ 横山 典弘魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４３４＋ ８１：５９．０１� ６．２	
２２ リトルダーリン 牝３黒鹿５４ 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント ４２２＋ ８１：５９．１� ４８．４

５８ マ ヒ ナ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ２１：５９．２クビ ２５．１�
７１２ フレンチボウ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４６６－ ２ 〃 ハナ ３２．４�
２３ ア ソ ル ー タ 牝３栗 ５４ 中舘 英二 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４４６＋１２１：５９．３� ６３．８
７１３ ダイヤモンドアスク 牝３黒鹿５４ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４３８－ ２ 〃 クビ ７．８�
３５ ピュアブリーゼ 牝３栗 ５４ 石橋 脩 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ２１：５９．４� ２．９�
４７ スピードリッパー 牝３栗 ５４ 北村 宏司吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ８１：５９．７２ ５．２�
６１１ メジロミドウ 牝３黒鹿５４ 江田 照男岩� 伸道氏 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 ４３６＋１０２：００．７６ １１８．０�
８１４ ピュアオパール 牝３青鹿５４ 吉田 豊 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４０８± ０２：０２．１９ ２７．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６３，４３４，５００円 複勝： ９９，３９５，４００円 枠連： ６３，５８６，５００円

馬連： ２９５，５０８，１００円 馬単： １５０，０１８，８００円 ワイド： ８６，８８０，８００円

３連複： ３４３，４９２，６００円 ３連単： ６６５，８２５，３００円 計： １，７６８，１４２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２７０円 � ３６０円 � １，３８０円 枠 連（４－５） １，３８０円

馬 連 �� ４，３８０円 馬 単 �� ８，４９０円

ワ イ ド �� １，２３０円 �� ５，６８０円 �� ６，８８０円

３ 連 複 ��� ８３，３１０円 ３ 連 単 ��� ４３１，０４０円

票 数

単勝票数 計 ６３４３４５ 的中 � ６６６３４（４番人気）
複勝票数 計 ９９３９５４ 的中 � １０９１２３（４番人気）� ７５６５４（６番人気）� １６２３２（１３番人気）
枠連票数 計 ６３５８６５ 的中 （４－５） ３４１７４（７番人気）
馬連票数 計２９５５０８１ 的中 �� ４９８６５（１６番人気）
馬単票数 計１５００１８８ 的中 �� １３０４８（３４番人気）
ワイド票数 計 ８６８８０８ 的中 �� １８００５（１３番人気）�� ３７０４（５８番人気）�� ３０５３（６２番人気）
３連複票数 計３４３４９２６ 的中 ��� ３０４３（１７６番人気）
３連単票数 計６６５８２５３ 的中 ��� １１４０（８８３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．６―１２．３―１２．２―１１．９―１２．０―１１．８―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．０―３４．６―４６．９―５９．１―１：１１．０―１：２３．０―１：３４．８―１：４６．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ル マ ー ト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 エアジハード デビュー ２０１０．９．１８ 札幌５着

２００８．３．６生 牝３黒鹿 母 キープクワイエット 母母 ビーサイレント １２戦３勝 賞金 ３９，６７９，０００円
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりカルマート号・デルマドゥルガー号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

２７０１２ ９月１０日 晴 良 （２３中山４）第１日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１０ ブレイクチャンス 牡４鹿 ５７ 田中 勝春齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ５０４＋ ２１：５３．９ １．５�

６８ コスモイーチタイム 牡３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４３２－１２１：５４．０� １６．９�
４５ ゴールドロジャー 牡３黒鹿５４ 的場 勇人�ターフ・スポート高木 登 新冠 村田牧場 ４８４－ ６１：５４．１� ８５．８�
８１３ アリゾナアベニュー 牡６青鹿５７ 石橋 脩諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 浦河 酒井牧場 ５０２－ ６１：５４．２� ８１．１�
２２ シルクパルサー 牡４鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８０－ ６１：５４．３� ８．８�
１１ リキアイクロフネ 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 B４６２－ ６ 〃 クビ ４０．８�
４４ アイアムイチバン 牡４芦 ５７ 大庭 和弥堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B４８２－１２１：５４．９３� ５．１	
７１１ ティアップブレイズ 牡３鹿 ５４ 江田 照男田中 昇氏 高木 登 新ひだか 三木田 頼嗣 ５２０＋ ６１：５５．１１� ２９．４

３３ トップストライド 牡３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 ４９２± ０ 〃 ハナ ５０．３�
８１２ モ ン ク 牡３鹿 ５４ 田辺 裕信田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 B４９０－ ６１：５５．７３� １２．５�
５７ メイショウデジレ 牡５鹿 ５７ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ５２６－ ６１：５５．８� １３３．７
５６ ビッグアスリート 牡３鹿 ５４ 石神 深一横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 様似 中村 勝則 ４７４＋ ４１：５６．５４ ２７７．７�
６９ � トップランナー 牡５鹿 ５７

５４ ▲平野 優水上ふじ子氏 鈴木 伸尋 浦河 笠松牧場 B５１２－ ８１：５６．７１� ２５５．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３６，４３５，０００円 複勝： １００，１７３，５００円 枠連： ２７，８５５，５００円

馬連： １０３，９６５，１００円 馬単： ７８，７３４，４００円 ワイド： ３９，５９４，４００円

３連複： １２０，５５８，２００円 ３連単： ３１５，５３２，６００円 計： ８２２，８４８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ３００円 � ９１０円 枠 連（６－７） ７９０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� １，１６０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� １，２７０円 �� ６，３５０円

３ 連 複 ��� １１，１３０円 ３ 連 単 ��� ２６，８４０円

票 数

単勝票数 計 ３６４３５０ 的中 � ２００４２４（１番人気）
複勝票数 計１００１７３５ 的中 � ６９６６６２（１番人気）� ３６８３３（５番人気）� ９６２１（９番人気）
枠連票数 計 ２７８５５５ 的中 （６－７） ２６２３６（４番人気）
馬連票数 計１０３９６５１ 的中 �� ８７６８４（４番人気）
馬単票数 計 ７８７３４４ 的中 �� ５０４２２（５番人気）
ワイド票数 計 ３９５９４４ 的中 �� ２６６９５（４番人気）�� ７４４８（１３番人気）�� １４１３（４３番人気）
３連複票数 計１２０５５８２ 的中 ��� ７９９８（３１番人気）
３連単票数 計３１５５３２６ 的中 ��� ８６７７（７６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３６．２―４９．３―１：０２．４―１：１５．４―１：２８．２―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ブレイクチャンス �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Smart Strike デビュー ２００９．７．１８ 新潟３着

２００７．５．１３生 牡４鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar ２３戦３勝 賞金 ４５，６１４，０００円


