
２６０３７ ９月２１日 曇 稍重 （２０中山４）第４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
１：５２．０

良

不良

４８ フ リ ソ 牡２鹿 ５４ 田中 勝春藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム ４６２－１２１：５４．６ １６．４�

８１５ エ ジ ソ ン 牡２栗 ５４ 北村 宏司重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ５００＋ ２１：５５．６６ ４４．４�
６１１ ダイワフラッグ 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義大城 敬三氏 田中 清隆 静内 服部 牧場 ５０４－ ４１：５５．９２ ９．７�
６１２ サトノロマネ 牡２鹿 ５４ 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４７４＋１０１：５６．２２ ３．０�
５１０ プラチナタイム 牡２芦 ５４ 吉永 護�グランド牧場 蛯名 信広 静内 グランド牧場 B４３６－ ２１：５６．６２� ２０．３�
１２ ステルススキャン 牡２栗 ５４ 勝浦 正樹山上 和良氏 柴崎 勇 浦河 今井 秀樹 ４７０－ ４１：５６．８１� ４４．５�
５９ ベルモントラスター 牡２黒鹿５４ 内田 博幸 �ベルモントファーム 矢作 芳人 新冠 ベルモント

ファーム ４９８＋ ６１：５７．０１� ５．３	
４７ オオハシャギ 牝２青鹿５４ 村田 一誠小田切有一氏 粕谷 昌央 静内 田中 裕之 ５１６＋ ６１：５７．７４ ９７．３

７１３ ノボレインボー 牝２芦 ５４

５１ ▲千葉 直人�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ４７２－ ４１：５８．０２ ２０３．７�
７１４ マイネルアリオン 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 静内 静内白井牧場 ４６８－１０１：５８．２１ ８．４
２４ ホッコーテイオー 牡２鹿 ５４ 石橋 脩矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４９０± ０１：５９．０５ １２９．８�
８１６ サザンスターディ 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ４８４＋ ２１：５９．２１� ３．６�
１１ フリフリスカート 牝２鹿 ５４ 小林 淳一��昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４３０± ０２：００．１５ １９３．９�
２３ ノアブレイク 牡２黒鹿５４ 石神 深一佐山 公男氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 ４６４－ ２２：００．９５ ９５．１�
３６ アポロシャイニング 牝２栗 ５４ 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 三石ファーム B４８６＋１０２：０１．４３ ２２２．３�
３５ エーシンサラマンダ 牡２栗 ５４ 柴山 雄一平井 宏承氏 畠山 吉宏 青森 青南ムラカミ

ファーム B５００－ ６ （競走中止） ２６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３６１，２００円 複勝： ２４，６１２，０００円 枠連： ２０，９５１，１００円

普通馬連： ６４，８０７，９００円 馬単： ４７，２９７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７８２，７００円

３連複： ７２，３８１，２００円 ３連単： １０３，３８８，２００円 計： ３６９，５８２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６４０円 複 勝 � ６２０円 � １，１２０円 � ３３０円 枠 連（４－８） ４，７１０円

普通馬連 �� ２７，６４０円 馬 単 �� ４７，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，９００円 �� ２，２２０円 �� ４，２００円

３ 連 複 ��� ８３，４７０円 ３ 連 単 ��� ７９４，８００円

票 数

単勝票数 計 １６３６１２ 的中 � ７８７６（６番人気）
複勝票数 計 ２４６１２０ 的中 � １０１５９（８番人気）� ５３２３（１０番人気）� ２２１８７（５番人気）
枠連票数 計 ２０９５１１ 的中 （４－８） ３２８５（１５番人気）
普通馬連票数 計 ６４８０７９ 的中 �� １７３１（４５番人気）
馬単票数 計 ４７２９７７ 的中 �� ７２８（８８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７８２７ 的中 �� ６９９（５２番人気）�� ２２２８（２６番人気）�� １１５６（４０番人気）
３連複票数 計 ７２３８１２ 的中 ��� ６４０（１４７番人気）
３連単票数 計１０３３８８２ 的中 ��� ９６（１０６０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１３．２―１３．８―１３．３―１１．８―１２．８―１３．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３７．４―５１．２―１：０４．５―１：１６．３―１：２９．１―１：４２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３８．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

フ リ ソ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 モ ガ ミ デビュー ２００８．８．２４ 札幌８着

２００６．２．２８生 牡２鹿 母 ナカミファンタジア 母母 ナカミサフアイヤ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走中止〕 エーシンサラマンダ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため４コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フリフリスカート号・ノアブレイク号・アポロシャイニング号は，平成２０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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 カムイヒカル号・シルクエスポワール号・メジロフューチャー号



２６０３８ ９月２１日 曇 良 （２０中山４）第４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
１：３３．１

良

良

１１ ナンヨークイーン 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４３６－ ６１：３５．８ ５．３�

４５ ツーデイズノーチス 牝２黒鹿５４ 松岡 正海諸江 幸祐氏 斎藤 誠 静内 西村 和夫 ４７８－ ８１：３６．１２ ２２．５�
３３ サントゥール 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義宮崎忠比古氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 ４２２± ０ 〃 ハナ ３２．９�
６９ ブラストエルサ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人村中 徳広氏 鈴木 伸尋 静内 佐竹 学 ４５４± ０１：３６．３１� ３．６�
７１２ ニシノルーファス 牝２鹿 ５４ 田中 勝春西山 茂行氏 古賀 慎明 鵡川 西山牧場 ４５６± ０１：３６．５１� ３．２�
２２ カシマヴィーナス 牝２青 ５４ 横山 典弘�カシマ 高市 圭二 千歳 社台ファーム ４７０－ ８１：３６．７１ ４．４�
３４ ミヤビオウカ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広村上 義勝氏 	田 研二 浦河 大成牧場 ４６６－ ６ 〃 クビ １３２．０

７１１ チャペルゴールド 牝２栗 ５４ 村田 一誠鳴海 芳明氏 岩戸 孝樹 新冠 田村牧場 ４１２－ ２ 〃 アタマ ２０．６�
８１４ アトムスパンカー 牝２青鹿５４ 勝浦 正樹永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４４８＋ ４１：３６．８クビ １０９．５�
５７ クレッシェンド 牝２黒鹿５４ 小野 次郎グリーンスウォード 天間 昭一 浦河 上山牧場 ４８０－ ２１：３７．１１� ４４．２
５８ レインボーティアラ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊岡田 牧雄氏 高橋 裕 静内 岡田スタツド ４５８－ ６ 〃 クビ ７２．２�
８１３ ウインパランセ 牝２栗 ５４

５１ ▲千葉 直人�ウイン 国枝 栄 門別 シンコーファーム ３９６＋ ４１：３７．２� ２０．６�
６１０ フローラルパターン 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド ４１８－ ６１：３７．５２ ６３．４�
４６ ニッシンランラン 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真星野 清�氏 星野 忍 新冠 海馬沢 明 ４３２± ０１：３８．４５ １９２．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，３６７，７００円 複勝： ２４，９２８，３００円 枠連： １７，４９７，２００円

普通馬連： ６２，１９２，７００円 馬単： ４６，５２６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，７４３，２００円

３連複： ６６，３９３，２００円 ３連単： １０５，８６６，２００円 計： ３５９，５１４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２３０円 � ５６０円 � ８７０円 枠 連（１－４） ４，０５０円

普通馬連 �� ４，６００円 馬 単 �� ７，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７８０円 �� ２，７１０円 �� ４，７５０円

３ 連 複 ��� ３８，６２０円 ３ 連 単 ��� １９０，１００円

票 数

単勝票数 計 １７３６７７ 的中 � ２６０３５（４番人気）
複勝票数 計 ２４９２８３ 的中 � ３５１４４（４番人気）� １０８２２（７番人気）� ６６０４（９番人気）
枠連票数 計 １７４９７２ 的中 （１－４） ３１８９（１６番人気）
普通馬連票数 計 ６２１９２７ 的中 �� ９９８３（１７番人気）
馬単票数 計 ４６５２６３ 的中 �� ４４８４（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８７４３２ 的中 �� ２６３８（２０番人気）�� １７０６（２９番人気）�� ９６０（４０番人気）
３連複票数 計 ６６３９３２ 的中 ��� １２６９（９２番人気）
３連単票数 計１０５８６６２ 的中 ��� ４１１（４４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３５．８―４８．２―１：００．６―１：１２．３―１：２４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナンヨークイーン �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．３０ 新潟２着

２００６．３．２１生 牝２鹿 母 ラ フ ィ カ 母母 オーピーキャット ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 フローラルパターン号の騎手柴山雄一は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
※出走取消馬 エアダーミ号（疾病〔左肩跛行〕のため）



２６０３９ ９月２１日 曇 稍重 （２０中山４）第４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 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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６１１� ヒシドンネル 牡３青鹿５６ 蛯名 正義阿部雅一郎氏 久保田貴士 米
Hill ’N’ Dale
Farm & Clas-
sic Reign, LLC

B４９６－１０１：５５．７ ２．７�

３５ ニシノカリスマ 牡３栗 ５６ 松岡 正海西山 茂行氏 上原 博之 鵡川 西山牧場 ５１８± ０ 〃 ハナ １４．１�
５９ ダイレクトシチー 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 浦河 目名太山口
牧場 ４８２－１２１：５５．８� ２６１．０�

７１４ スズヨコンコルド 牝３鹿 ５４
５１ ▲千葉 直人鈴木与四郎氏 高橋 祥泰 三石 タツヤファーム ４５４＋ ２ 〃 ハナ ５．６�

４８ エルアラメイン 牡３鹿 ５６ 江田 照男田島榮二郎氏 矢野 照正 三石 田湯牧場 B５２０＋ ２１：５５．９� ４．１�
４７ オルタネートワン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広薗部 博之氏 小笠 倫弘 新冠 村田牧場 B４９２－ ４１：５６．０� １４．４�
２４ ゴッドエネル 牡３鹿 ５６ 田中 剛ディアレスト 田村 康仁 門別 タバタファーム ４８６＋ １ 〃 クビ ２０４．０	
１２ ウィザードブラスト 牡３黒鹿５６ 内田 博幸臼田 浩義氏 上原 博之 門別 日高大洋牧場 ４８４＋ ２１：５６．３１� ４．６

８１６ タイキインスパイア 牡３栗 ５６ 柴田 善臣�大樹ファーム 高橋 祥泰 静内 石川 新一 ４７０＋ ２ 〃 ハナ １９．７�
６１２ アイノアラムシャー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一田中 卓氏 畠山 吉宏 青森 明成牧場 ４６６± ０１：５７．５７ １７０．６
１１ � シルクブレイカー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人有限会社シルク鮫島 一歩 米 Clay Neel &

Mena Neel ４７０± ０１：５７．８２ ８５．９�
２３ テ ィ ゾ ナ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二岡田 牧雄氏 佐々木亜良 新冠 競優牧場 ４６４－ ６１：５８．１１� １０９．８�
５１０ ローランバウアー 牡３栗 ５６

５３ ▲黛 弘人斉藤 敏博氏 岩戸 孝樹 青森 大橋牧場 ４４６± ０１：５８．４２ ２７８．９�
７１３ アスリートモア 牡３栗 ５６ 吉田 豊堀越 毅一氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４５６＋ ８１：５９．０３� １９８．３�
３６ アンクルスマッシュ 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行�有能 田中 清隆 門別 渡辺 芳一 ４８６－１８２：０２．０大差 １５９．１�
８１５ ヤマニンバベル 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ５８４＋１４２：０４．１大差 ２８０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，０５４，３００円 複勝： ２４，３４３，８００円 枠連： １８，３７２，６００円

普通馬連： ５９，６８２，３００円 馬単： ４７，２３９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２０７，８００円

３連複： ６１，４４０，６００円 ３連単： １０５，２４７，１００円 計： ３５０，５８７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １６０円 � ３５０円 � ５，０００円 枠 連（３－６） ２，０１０円

普通馬連 �� ２，２００円 馬 単 �� ２，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� １２，０３０円 �� １９，０００円

３ 連 複 ��� １２７，３７０円 ３ 連 単 ��� ３９６，２９０円

票 数

単勝票数 計 １７０５４３ 的中 � ５０７１９（１番人気）
複勝票数 計 ２４３４３８ 的中 � ５３９６７（１番人気）� １７０６５（６番人気）� ９４０（１４番人気）
枠連票数 計 １８３７２６ 的中 （３－６） ６７６２（９番人気）
普通馬連票数 計 ５９６８２３ 的中 �� ２０１０１（１２番人気）
馬単票数 計 ４７２３９１ 的中 �� １１８４９（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２０７８ 的中 �� ５３９５（１２番人気）�� ３４２（５６番人気）�� ２１６（７３番人気）
３連複票数 計 ６１４４０６ 的中 ��� ３５６（１５２番人気）
３連単票数 計１０５２４７１ 的中 ��� １９６（５０８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．８―１２．９―１２．６―１２．６―１３．１―１３．５―１４．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３６．６―４９．５―１：０２．１―１：１４．７―１：２７．８―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．６―３F４１．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�ヒシドンネル �
�
父 Vindication �

�
母父 Vice Regent デビュー ２００８．１．２６ 中山７着

２００５．３．２３生 牡３青鹿 母 Classic Reign 母母 No Class ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ニシノカリスマ号の騎手松岡正海は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンクルスマッシュ号は，平成２０年１０月２１日まで平地競走に出走できない。

ヤマニンバベル号は，平成２０年１１月２１日まで平地競走に出走できない。
※アンクルスマッシュ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２６０４０ ９月２１日 曇 良 （２０中山４）第４日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時４０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

２２ � プレジャーラン 牡２鹿 ５４ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Sequel２００３＆
Lynda Richter ５１２ ―１：１１．５ １．７�

３３ シャルフミニョンヌ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ４３４ ―１：１１．７１� ２６．２�
５５ アイスブルー 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義ディアレスト 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４２６ ― 〃 クビ ６．６�
４４ トキノサミット 牡２青鹿５４ 丹内 祐次 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 地興牧場 ４７２ ―１：１２．０１� １２３．３�
１１ � アポロライラ 牝２黒鹿５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 JMJ Racing

Stables, LLC ４４８ ―１：１２．３２ ３．４�
７８ ジェーンオースチン 牝２鹿 ５４ 高山 太郎�テンジン 佐藤 全弘 新ひだか 真歌田中牧場 ４１０ ―１：１２．４クビ ５７．１	
８１０ マイネカノン 牝２栗 ５４ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新ひだか 桜井牧場 ４３８ ― 〃 クビ １５．３

７９ フリューゲルシチー 牡２鹿 ５４ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 浦河 モトスファーム ４２２ ―１：１２．５クビ １２７．８�
６７ スティルバイト 牡２鹿 ５４ 北村 宏司三枝 栄二氏 伊藤 伸一 新冠 武田 寛治 ４４６ ―１：１２．７１� ２１．０�
８１１ サニーバッハ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４２６ ―１：１２．９１� １６１．６

６６ サンマルヘイロー 牡２鹿 ５４
５１ ▲草野 太郎相馬 勇氏 蛯名 信広 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４４８ ―１：１３．５３	 ５８．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，８５２，６００円 複勝： ３２，８１１，３００円 枠連： １３，４２６，３００円

普通馬連： ４７，３２６，１００円 馬単： ４９，８６０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １４，７２１，７００円

３連複： ４７，５９２，０００円 ３連単： １１４，２５１，７００円 計： ３３７，８４２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ５６０円 � １５０円 枠 連（２－３） １，７００円

普通馬連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ２，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ２３０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ２，８９０円 ３ 連 単 ��� １２，５９０円

票 数

単勝票数 計 １７８５２６ 的中 � ８５７５６（１番人気）
複勝票数 計 ３２８１１３ 的中 � ２００９９８（１番人気）� ５４５５（７番人気）� ３６８６８（３番人気）
枠連票数 計 １３４２６３ 的中 （２－３） ５８４７（６番人気）
普通馬連票数 計 ４７３２６１ 的中 �� １６７３８（６番人気）
馬単票数 計 ４９８６０７ 的中 �� １４０９２（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４７２１７ 的中 �� ４３１４（９番人気）�� ２０１５３（２番人気）�� ２１９４（１８番人気）
３連複票数 計 ４７５９２０ 的中 ��� １２１９５（９番人気）
３連単票数 計１１４２５１７ 的中 ��� ６６９８（３３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１１．７―１１．６―１１．９―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．９―２４．５―３６．２―４７．８―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�プレジャーラン �
�
父 Dream Run �

�
母父 Pine Bluff 初出走

２００６．２．１４生 牡２鹿 母 Guilty Pleasure 母母 Exquisite Mistress １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２６０４１ ９月２１日 曇 稍重 （２０中山４）第４日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時１０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
１：５２．０

良

不良

７９ ジョニーロード �２芦 ５４ 横山 典弘�酒井牧場 武市 康男 浦河 酒井牧場 ４６６ ―１：５７．９ ２．７�

６６ スターリバイバル 牡２栗 ５４ 江田 照男�出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ４９６ ―１：５８．１１� ９．６�
１１ � アポロノオウジ 牡２黒鹿５４ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Eugene

Melnyk ４７６ ―１：５８．４２ ２．２�
７８ マイネルレクシス 牡２黒鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 日高 中前 義隆 ４７４ ― 〃 ハナ １０．６�
３３ � ヤンキージーター 牡２鹿 ５４ 吉田 豊藤田 在子氏 伊藤 伸一 米 Yoshio Fujita ５１６ ―１：５８．７１	 ４６．０�
８１１ ゴールドアカデミー 牡２栗 ５４ 田中 勝春居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４７８ ―１：５８．９１ ６２．５	
５５ バンダムサピエンス 牡２黒鹿５４ 鷹野 宏史山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 ４６６ ―１：５９．３２
 ２５．８

８１０ キンタロウアメ 牡２鹿 ５４ 北村 宏司小田切有一氏 古賀 慎明 三石 沼田 照秋 ５２２ ―１：５９．５１� １９．２�
４４ ロッキーマウンテン 牡２黒鹿５４ 安藤 光彰野口 弘司氏 菊川 正達 新冠 竹中牧場 ４８４ ―２：０１．８大差 １１４．４�
２２ シックスシグマ 牡２黒鹿５４ 中舘 英二�RRA 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７４ ―２：０２．２２
 １３．９
６７ ヨシチヨノスケ 牡２栗 ５４ 勝浦 正樹田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ５１８ ―２：０５．５大差 １２２．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２０，０８０，３００円 複勝： １９，６４０，１００円 枠連： １７，５４９，５００円

普通馬連： ５２，２７２，６００円 馬単： ４６，５５９，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１８３，２００円

３連複： ５６，９０２，２００円 ３連単： １０９，８５０，６００円 計： ３３９，０３８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １２０円 枠 連（６－７） ９３０円

普通馬連 �� １，２００円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� １７０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ９１０円 ３ 連 単 ��� ５，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２００８０３ 的中 � ６０６５１（２番人気）
複勝票数 計 １９６４０１ 的中 � ４８００３（２番人気）� ２０８３８（３番人気）� ５５４７９（１番人気）
枠連票数 計 １７５４９５ 的中 （６－７） １４０１０（２番人気）
普通馬連票数 計 ５２２７２６ 的中 �� ３２３８８（４番人気）
馬単票数 計 ４６５５９６ 的中 �� １７４６９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１８３２ 的中 �� ８５３９（５番人気）�� ２８９８０（１番人気）�� １１２９０（２番人気）
３連複票数 計 ５６９０２２ 的中 ��� ４６４８２（１番人気）
３連単票数 計１０９８５０６ 的中 ��� １３９２２（１０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１３．９―１３．９―１３．１―１２．９―１３．４―１３．０―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３８．３―５２．２―１：０５．３―１：１８．２―１：３１．６―１：４４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．７
１
３

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

・（６，９）３（２，８）（１，１１）５（４，７，１０）・（６，９）（１，３，８）（５，１１）－２，１０，４－７
勝馬の
紹 介

ジョニーロード �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 ランフォーエバー 初出走

２００６．２．２６生 �２芦 母 バンボリーナ 母母 アルパインスウイフト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヨシチヨノスケ号は，平成２０年１０月２１日まで平地競走に出走できない。



２６０４２ ９月２１日 雨 稍重 （２０中山４）第４日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３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 ７，４００，０００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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

１２ ランブルジャンヌ 牝３鹿 ５３ 嘉藤 貴行�ターフ・スポート的場 均 浦河 谷川牧場 ５１２－ ６１：１１．２ ８．０�

７１４ タカラヘリオス �４黒鹿５７ 後藤 浩輝村山 義男氏 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４９４－ ４１：１１．３� １３．５�
６１２ ニシノシズル 牝３芦 ５３ 横山 典弘西山 茂行氏 清水 英克 鵡川 西山牧場 ４５０± ０ 〃 アタマ １２．２�
８１６� ベ ロ ー チ ェ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 B４７０＋ ８１：１１．４� ８．６�
５９ ロイヤルタバスコ 牝４栗 ５５ 内田 博幸細川祐季子氏 藤沢 和雄 平取 稲原牧場 B４７２＋ ４ 〃 ハナ ３．２�
２３ � ガ オ ウ 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎井上 友賢氏 堀井 雅広 新冠 村田牧場 ４４６＋ ６１：１１．７１� ７．２	
３５ ケルティックハープ 牝４栗 ５５ 松岡 正海セゾンレースホース� 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－ ８１：１１．８クビ ３．７

４７ ダイワジェラート 牝４青鹿５５ 北村 宏司大城 敬三氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ４４２± ０１：１１．９� ５０．９�
３６ シーサンメイ 牝３栗 ５３ 小野 次郎 �天羽	治牧場 高木 登 浦河 三栄牧場 B４６２＋ ４１：１２．５３� ５１．７�
４８ � オードリーローズ 牝５鹿 ５５

５２ ▲黛 弘人�小林牧場 高橋 祥泰 浦河 浦河小林牧場 B４４０＋ ４１：１２．６� １４４．０
２４ スマートループ 牝３鹿 ５３ 中舘 英二大川 徹氏 栗田 博憲 門別 野島牧場 ４６２＋１０１：１３．０２� ７１．６�
６１１� オカールノキセキ 牡４芦 ５７ 小林 淳一新井原 博氏 西塚 安夫 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ５３０＋３６１：１３．５３ ４６．１�
１１ アポロアパッチ 牡４青 ５７ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 静内 谷岡 正次 B４７２＋ ４１：１３．６クビ ２７．６�
５１０ ジョーネンボー 牡４栗 ５７ 石橋 脩泉 俊二氏 柴田 政人 門別 下河辺牧場 ４８６＋１２１：１３．７� １５２．１�
８１５� ス タ ー ダ ム 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲宮崎 北斗栗嶋 豊明氏 郷原 洋行 静内 荒谷 英俊 B４７８－１２１：１３．９１ ２２４．４�
７１３� ケンコウランハート 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲千葉 直人志田 晃一氏 松山 将樹 静内 カントリー牧場 ４８４＋２１１：１５．０７ ２３７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３５９，１００円 複勝： ２９，５５６，０００円 枠連： ２３，３６７，６００円

普通馬連： ８６，９６４，５００円 馬単： ６０，００８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５１２，３００円

３連複： ８７，２１９，０００円 ３連単： １５６，０４４，３００円 計： ４８７，０３１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ３４０円 � ４９０円 � ３６０円 枠 連（１－７） ４，７９０円

普通馬連 �� ８，０００円 馬 単 �� １５，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５３０円 �� １，４５０円 �� ２，０３０円

３ 連 複 ��� ２３，７５０円 ３ 連 単 ��� １６７，８８０円

票 数

単勝票数 計 １９３５９１ 的中 � １９１７９（４番人気）
複勝票数 計 ２９５５６０ 的中 � ２３７２９（５番人気）� １５３３１（７番人気）� ２２３７５（６番人気）
枠連票数 計 ２３３６７６ 的中 （１－７） ３６０３（２１番人気）
普通馬連票数 計 ８６９６４５ 的中 �� ８０２４（２４番人気）
馬単票数 計 ６０００８４ 的中 �� ２９２３（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４５１２３ 的中 �� ２３６６（２５番人気）�� ４２２６（１９番人気）�� ２９７２（２２番人気）
３連複票数 計 ８７２１９０ 的中 ��� ２７１１（６７番人気）
３連単票数 計１５６０４４３ 的中 ��� ６８６（４４５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１０．９―１１．９―１２．５―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．３―４５．２―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランブルジャンヌ �
�
父 Mutakddim �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．７．２６ 函館２着

２００５．４．４生 牝３鹿 母 レ ス ト レ ス 母母 Slept Thru It ３戦２勝 賞金 １４，４００，０００円
〔制裁〕 ランブルジャンヌ号の騎手嘉藤貴行は，発走後に外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。

ニシノシズル号の騎手横山典弘は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。



２６０４３ ９月２１日 雨 良 （２０中山４）第４日 第７競走 ��１，８００�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 ７，４００，０００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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

２２ アマミスウィフト 牡４鹿 ５７
５４ ▲千葉 直人鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４４８± ０１：４８．２ ５４．９�

６８ ウェンブリー 牝４栗 ５５ 内田 博幸渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 苫小牧 藤沢 武雄 ４４２－ ６ 〃 クビ ４．１�
５５ ダイワバイロン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４１：４８．５１� １８．８�
８１１ ロスペトリュス 牡３栗 ５４ 中舘 英二山本 慎一氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４８２＋ ６ 〃 クビ １．６�
４４ � エーブダンシング 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 静内 キヨタケ牧場 B４６０＋ ４１：４９．０３ １７．１�
３３ マルタカインプレス 牡３栗 ５４ 蛯名 正義高橋 義和氏 清水 美波 浦河 高松牧場 ５３８－１０１：４９．１クビ １４．６�
１１ ナムラノブナガ 牡３青 ５４ 勝浦 正樹奈村 信重氏 田村 康仁 浦河 中島牧場 ４８２＋ １ 〃 クビ ２５．１	
７１０� ニシノオトコギ 牡４栗 ５７

５４ ▲黛 弘人西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４８２＋ ２１：４９．２� １７６．５

７９ マイサンシャイン �４黒鹿５７ 二本柳 壮吉田 照哉氏 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４８４± ０ 〃 ハナ ９９．５�
６７ � ネイチャーグロウ 牡３青鹿５４ 高山 太郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 B４６４－１２１：４９．３クビ ３９．８�
８１２ シルクプログレス 牡４鹿 ５７ 小野 次郎有限会社シルク尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４５６＋ ４１：４９．４� １６．１
５６ � ステイクール 牡４鹿 ５７ 石橋 脩 �静内白井牧場 松永 康利 新冠 斉藤 恒雄 ５１０－１２１：５０．１４ ７５．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２５，９７２，６００円 複勝： ４５，３６６，２００円 枠連： ２２，３７３，６００円

普通馬連： ８０，４１６，８００円 馬単： ７２，１１６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，３５２，３００円

３連複： ８０，００１，５００円 ３連単： １７９，２０１，３００円 計： ５２９，８００，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，４９０円 複 勝 � １，６００円 � ２４０円 � ５８０円 枠 連（２－６） ９，８００円

普通馬連 �� １１，２９０円 馬 単 �� ３６，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２００円 �� ４，６００円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ２８，８１０円 ３ 連 単 ��� ２９４，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２５９７２６ 的中 � ３７３０（９番人気）
複勝票数 計 ４５３６６２ 的中 � ６４４６（９番人気）� ５９９９９（２番人気）� １９５１４（６番人気）
枠連票数 計 ２２３７３６ 的中 （２－６） １６８６（２０番人気）
普通馬連票数 計 ８０４１６８ 的中 �� ５２５９（２５番人気）
馬単票数 計 ７２１１６５ 的中 �� １４７８（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４３５２３ 的中 �� ２６９２（２２番人気）�� １２６６（３８番人気）�� ６９８８（１０番人気）
３連複票数 計 ８０００１５ 的中 ��� ２０５０（６３番人気）
３連単票数 計１７９２０１３ 的中 ��� ４４９（４４３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１２．１―１２．６―１１．５―１１．９―１１．７―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３６．７―４９．３―１：００．８―１：１２．７―１：２４．４―１：３６．２

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

アマミスウィフト �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１．６ 中山２着

２００４．３．２８生 牡４鹿 母 アマミヴィーナス 母母 ビユーテイコトブキ １３戦２勝 賞金 １６，２００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時３５分に変更。



２６０４４ ９月２１日 雨 稍重 （２０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 ７，４００，０００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
１：４８．４

重

重

６１０ スターシップ 牡４芦 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２１：５２．４ １５．３�

４５ アバレダイコ 牡３栗 ５４ 吉田 豊福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ５２６＋１２１：５２．７１� ２．５�
１１ ヘイアンレジェンド 牡４黒鹿５７ 武 豊荻原 昭二氏 松山 康久 門別 シンボリ牧場 ４８４± ０１：５２．８� ８．４�
８１３ ホットストック 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム B４６４－ ８１：５２．９クビ ２１．９�
５７ ディープリンク 牡３栗 ５４ 中舘 英二中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 本間牧場 ４６２＋１０１：５３．１１� ８．７�
２２ 	 レオメビウス 牡４鹿 ５７ 江田 照男�レオ 田子 冬樹 平取 びらとり牧場 ５１４＋ ４１：５３．８４ ３．７	
３４ アイビスビッテ 牡４栗 ５７ 蛯名 正義臼倉 勲氏 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ５３８－ ６１：５４．１１� １３．８

７１２ ゲ ン ス イ 牡３栗 ５４ 武士沢友治中村 政勝氏 本間 忍 青森 明成牧場 ４９４－１４１：５４．２クビ ３５．５�
８１４ シンボリプロキオン 牡５栗 ５７ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５０８＋ ２１：５５．１５ ２８．５�
４６ アイファーチヨオー 牡４芦 ５７ 内田 博幸中島 稔氏 小島 茂之 静内 静内山田牧場 ４８８± ０１：５５．２� ８１．７
７１１ マイネルフォルザ 牡３栗 ５４ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 惣田 英幸 ４９０－ ４ 〃 クビ ６５．８�
６９ エミネムシチー 牡３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 光丘牧場 ４５６＋１２１：５５．４１
 ４９．８�
３３ コスモビースト 牡３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 伏木田牧場 ４６６－１２１：５５．７１� １９．３�
５８ キラウエアシチー 牡８栗 ５７ 柄崎 将寿 �友駿ホースクラブ 内藤 一雄 浦河 上山牧場 ４３４＋ ４１：５７．１９ １４３．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，５６０，６００円 複勝： ３０，５２９，６００円 枠連： ２４，４６８，０００円

普通馬連： ９３，６１６，９００円 馬単： ６２，８２３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，３０８，５００円

３連複： ９３，３２６，７００円 ３連単： １７４，１８１，１００円 計： ５２５，８１４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５３０円 複 勝 � ３７０円 � １４０円 � ２５０円 枠 連（４－６） １，８４０円

普通馬連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ６，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� １，９００円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ５，７００円 ３ 連 単 ��� ４６，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２１５６０６ 的中 � １１１６８（６番人気）
複勝票数 計 ３０５２９６ 的中 � １６７７０（６番人気）� ８３２５５（１番人気）� ２８０７９（３番人気）
枠連票数 計 ２４４６８０ 的中 （４－６） ９８４２（８番人気）
普通馬連票数 計 ９３６１６９ 的中 �� ３２８１０（９番人気）
馬単票数 計 ６２８２３３ 的中 �� ７３２６（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５３０８５ 的中 �� ７５６０（９番人気）�� ３１０３（２１番人気）�� １３０１３（３番人気）
３連複票数 計 ９３３２６７ 的中 ��� １２０９４（１８番人気）
３連単票数 計１７４１８１１ 的中 ��� ２７６２（１４３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．８―１３．３―１２．５―１２．２―１２．４―１２．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３６．７―５０．０―１：０２．５―１：１４．７―１：２７．１―１：３９．７

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

スターシップ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００６．７．３０ 新潟５着

２００４．４．２８生 牡４芦 母 フラワーフェア 母母 フアイアフラワー １７戦３勝 賞金 ２２，３００，０００円



２６０４５ ９月２１日 雨 良 （２０中山４）第４日 第９競走 ��
��１，６００�

か ず さ

上 総 特 別
発走１４時３５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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

１１ キングルーキー 牡５鹿 ５７ 田中 勝春廣松 金次氏 古賀 慎明 浦河 馬道 隆 B４９０＋ ６１：３３．９ ７．９�

６６ ケイアイケイマン 牡４鹿 ５７ 武 豊 �啓愛義肢材料販売所 池江 泰郎 新冠 村田牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ ２．３�
８１０ サ ラ ラ 牝６鹿 ５５ 木幡 初広�瀬 真尚氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４７２－ ２１：３４．０クビ １６．４�
３３ シンボリハレー 牡５黒鹿５７ 北村 宏司シンボリ牧場 古賀 慎明 門別 和田農林（有） ４５０＋１４１：３４．２１� １７．７�
７８ オリオンザドンペリ 牡４栗 ５７ 横山 典弘平本 敏夫氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４７０＋ ６ 〃 ハナ ３．３�
２２ � エアムートン 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド田村 康仁 鵡川 上水牧場 ４４８－ ４１：３４．４１� ３０．２�
６７ ホ ク レ レ 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：３４．６１ １１．７	
５５ アンテリオール 牡７鹿 ５７ 鷹野 宏史柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７８＋ ２ 〃 クビ １６８．８

７９ コスモミール 牝５鹿 ５５ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 根本 康広 三石 城地 清満 ４５６－ ４１：３４．７クビ ２０．２�
４４ � メ ス ナ ー 牡３芦 ５５ 松岡 正海岡田 繁幸氏 稲葉 隆一 門別 旭 牧場 ４６６＋２８ 〃 クビ １３．１
８１１	� ゲイリースティング 牡８鹿 ５７ 二本柳 壮 �東京サラブレッド

ビューロー 武市 康男 米 Green
Gates Farm ４８２－ ２１：３５．０１
 ５７．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３２，９６６，１００円 複勝： ４２，８９４，４００円 枠連： ２８，５５３，９００円

普通馬連： １３８，４４３，２００円 馬単： ９３，１４０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，６３７，９００円

３連複： １２３，９７５，４００円 ３連単： ２９３，１８０，０００円 計： ７８５，７９１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２００円 � １３０円 � ２９０円 枠 連（１－６） ８３０円

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� ２，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� １，０７０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ３，６９０円 ３ 連 単 ��� １９，１３０円

票 数

単勝票数 計 ３２９６６１ 的中 � ３２９５９（３番人気）
複勝票数 計 ４２８９４４ 的中 � ５２９８８（３番人気）� １２５０４６（１番人気）� ２９５５２（５番人気）
枠連票数 計 ２８５５３９ 的中 （１－６） ２５４９５（２番人気）
普通馬連票数 計１３８４４３２ 的中 �� １０７０５５（２番人気）
馬単票数 計 ９３１４０６ 的中 �� ２６３６５（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２６３７９ 的中 �� ２２４５０（２番人気）�� ６９６５（１６番人気）�� １６９４３（４番人気）
３連複票数 計１２３９７５４ 的中 ��� ２４８１８（１２番人気）
３連単票数 計２９３１８００ 的中 ��� １１３１５（５６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３５．２―４６．４―５８．０―１：０９．６―１：２１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．９

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

勝馬の
紹 介

キングルーキー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ラシアンボンド デビュー ２００５．９．４ 札幌７着

２００３．３．２５生 牡５鹿 母 リ ン グ レ ス 母母 ニツトウカラード ３１戦４勝 賞金 ８６，１４２，０００円



２６０４６ ９月２１日 雨 稍重 （２０中山４）第４日 第１０競走 ��１，２００�
か つ し か

� 飾 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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

６１２ トウショウガナー 牡４鹿 ５７ 横山 典弘トウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４８８－ ８１：１０．４ ４．５�

３５ ダイワディライト 牡４栗 ５７ 柴田 善臣大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５０２－ ４ 〃 クビ １．７�
８１５ アウトクラトール 牡３鹿 ５５ 中舘 英二 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４９２± ０１：１０．８２� ９．０�
２４ ワンダープロ 牡５栗 ５７ 内田 博幸山本 信行氏 小崎 憲 浦河 帰山 清貴 ４９８－ ８１：１１．０１ １１．４�
５９ ホワイトリーベ 牝４芦 ５５ 小野 次郎水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４７８＋ ６１：１１．３１� ６５．１�
４８ フ リ ー モ ア 牡６栗 ５７ 松岡 正海堀越 毅一氏 相沢 郁 浦河 酒井 源市 ４６８± ０ 〃 ハナ ４５．３	
６１１ クリアエンデバー 牡８栗 ５７ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム B５２０＋ ６ 〃 アタマ ２１．２

５１０ バ リ オ ン 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 萩原 清 白老 白老ファーム ４５２－ ８ 〃 ハナ ２５．８�
１１ ジェイケイボストン �５黒鹿５７ 江田 照男小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ５１６＋ ４ 〃 ハナ ８２．６�
４７ トウショウモード 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三トウショウ産業� 池上 昌弘 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 B５０２＋ ６ 〃 ハナ ４７．４
７１３ グリンガレット 牡６鹿 ５７ 村田 一誠�ターフ・スポート粕谷 昌央 静内 聖心台牧場 ４７６－ ６１：１１．４クビ １２６．７�
３６ シャイニングムーン 牝６鹿 ５５ 大庭 和弥飯田 政子氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ４８２＋ ２１：１１．６１� ８２．６�
８１６ トウカイフラッグ 牡６青鹿５７ 勝浦 正樹内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４６２－ ６１：１１．７� ４２．０�
２３ ドリームスカイラブ 牡３黒鹿５５ 吉田 隼人セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ４９０＋１２１：１１．９１� ５３．１�
７１４ コリントシチー 牡７栗 ５７ 木幡 初広 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 新冠 中央牧場 ５０４－ ４１：１２．０� １３５．９�
１２ マグネティックマン 牡８青鹿５７ 柴山 雄一�ターフ・スポート斎藤 誠 浦河 ミルファーム ４７０＋ ２１：１２．８５ １５４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，９８３，８００円 複勝： ４５，５０２，３００円 枠連： ４５，２２８，２００円

普通馬連： １９３，２６３，６００円 馬単： １２０，２０８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，２５１，１００円

３連複： １８６，１９８，９００円 ３連単： ４１１，６９４，９００円 計： １，０８４，３３１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（３－６） ３２０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ５１０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，０００円 ３ 連 単 ��� ４，８６０円

票 数

単勝票数 計 ３８９８３８ 的中 � ６９０５０（２番人気）
複勝票数 計 ４５５０２３ 的中 � ７９６２５（２番人気）� １４０９２１（１番人気）� ５３１６５（３番人気）
枠連票数 計 ４５２２８２ 的中 （３－６） １０６８１７（１番人気）
普通馬連票数 計１９３２６３６ 的中 �� ３２５３１６（１番人気）
馬単票数 計１２０２０８２ 的中 �� ８２００５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３２５１１ 的中 �� ６６３５２（１番人気）�� １８０８７（５番人気）�� ３３１７９（２番人気）
３連複票数 計１８６１９８９ 的中 ��� １３８１０８（１番人気）
３連単票数 計４１１６９４９ 的中 ��� ６２５９２（６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．２―１１．８―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．１―４５．９―５７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３６．３
３ ・（１２，１５）９（４，５，１３）（１４，１６）（１，７）１１，６（３，１０）８－２ ４ ・（１２，１５）（４，５，９，１３）（１，１４，１６）７，１１（６，１０）（３，８）＝２

勝馬の
紹 介

トウショウガナー �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 ステイールハート デビュー ２００７．４．１５ 中山２着

２００４．３．２８生 牡４鹿 母 マザートウショウ 母母 エイテイトウシヨウ １１戦４勝 賞金 ４９，１８９，０００円
※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） ６頭 スパーブスピリット号・ダイゴカムイ号・トレトレジョリ号・ブイチャレンジ号・ミキノモナコ号・ミッキーフォルテ号



２６０４７ ９月２１日 雨 稍重 （２０中山４）第４日 第１１競走 ��
��２，２００�第６２回ラジオ日本賞セントライト記念（ＪｐｎⅡ）

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
ラジオ日本賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 １，３７２，０００円 ３９２，０００円 １９６，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

３６ ダイワワイルドボア 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２６－ ２２：１４．６ １８．５�

８１６ マイネルチャールズ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６０－ ６２：１４．７� ３．１�

７１５ ノットアローン 牡３青 ５６ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６４± ０ 〃 ハナ １１．５�

４７ ダイバーシティ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ２２：１４．８� ９．３�
２４ ナリタダイコク 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三�オースミ 加藤 敬二 静内 カントリー牧場 ４９０－ ６２：１５．０１� １９．７�
３５ コンベンション 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �ノースヒルズマネ

ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６８－ ８２：１５．３１� ６３．０	
１２ キングスエンブレム 牡３青 ５６ 武 豊 �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ６ 〃 クビ ８．１

６１２ フサイチアソート 牡３栗 ５６ 村田 一誠関口 房朗氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム ４４４－ ６２：１５．４クビ １６．２�
８１８ タケミカヅチ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４９８± ０２：１５．５� １４．０�
６１１� キングオブカルト 牡３鹿 ５６ 中舘 英二�ダノックス 池江 泰寿 米 Watership

Down Stud ４５０－ ８２：１５．８１� １２．０
７１４ シルクマンハッタン 牡３青鹿５６ 江田 照男有限会社シルク境 征勝 門別 中館牧場 ５０２＋１０２：１５．９� ６０．６�
２３ ネオスピリッツ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４７２± ０２：１６．４３ １９．６�
５９ ロードニュースター 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 三石 ケイアイファーム ４７４－１６２：１６．６１	 ２１．５�
８１７ クリスタルウイング 牡３鹿 ５６ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９８＋１４２：１６．７� ７．８�
５１０ アイティトップ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４９０＋ ６ 〃 クビ １０５．１�
７１３ ド ッ ト コ ム 牡３鹿 ５６ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７８± ０２：１６．９１� １４０．１�
４８ フジヤマラムセス 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一藤本美也子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５００－ ４ （競走中止） ７２．６�
１１ リノーンリーズン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人村中 徳広氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 ４８６－ ４ （競走中止） ８２．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３５，０６６，２００円 複勝： １９６，９８２，６００円 枠連： ２１７，１７９，８００円

普通馬連： ９２１，９９２，０００円 馬単： ４７５，００２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９９，６２６，３００円

３連複： ９７８，０７９，２００円 ３連単： ２，１１０，２４８，８００円 計： ５，２３４，１７６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８５０円 複 勝 � ４６０円 � １５０円 � ３６０円 枠 連（３－８） １，５４０円

普通馬連 �� ３，１９０円 馬 単 �� ７，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２２０円 �� ２，６９０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� １０，３２０円 ３ 連 単 ��� ６５，０６０円

票 数

単勝票数 計１３５０６６２ 的中 � ５７７８８（９番人気）
複勝票数 計１９６９８２６ 的中 � ９１１４０（１０番人気）� ４８４９５８（１番人気）� １２３９９０（６番人気）
枠連票数 計２１７１７９８ 的中 （３－８） １０４７０９（７番人気）
普通馬連票数 計９２１９９２０ 的中 �� ２１３３５１（７番人気）
馬単票数 計４７５００２０ 的中 �� ４６７６６（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９９６２６３ 的中 �� ４０２５６（８番人気）�� １７６５７（４２番人気）�� ６６９２４（５番人気）
３連複票数 計９７８０７９２ 的中 ��� ６９９８６（２３番人気）
３連単票数 計２１１０２４８８ 的中 ��� ２３９４０（１７１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１１．９―１２．３―１２．９―１２．６―１２．５―１２．６―１１．８―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２４．１―３６．０―４８．３―１：０１．２―１：１３．８―１：２６．３―１：３８．９―１：５０．７―２：０２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．７
１
３

・（３，１４）（１６，１７）（２，１５）６，１１（４，１２）（７，１８）－（１０，１３）－５，９・（３，１４）１６（２，１７，１５）（６，１１，１２）（７，１８）５，４，１０＝９，１３
２
４
３，１４，１６－１７（２，１５）６，１１－１２（４，１８）－７，５－１０＝１３＝９・（３，１６）（２，１４，６，１５）（７，１７，１２，５）（１８，１１）４－１０－９－１３

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイワワイルドボア �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Nureyev デビュー ２００７．１１．２５ 東京８着

２００５．２．２１生 牡３鹿 母 セニョラージェ 母母 Suavite １１戦３勝 賞金 ８０，９３３，０００円
〔発走状況〕 コンベンション号は，枠入り不良。
〔競走中止〕 リノーンリーズン号は，競走中に疾病〔急性心不全〕を発症し，１コーナーで転倒したため競走中止。

フジヤマラムセス号は，１コーナーで，転倒した「リノーンリーズン」号に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりダイワワイルドボア号・マイネルチャールズ号・ノットアローン号は，菊花賞（JpnⅠ）競走に優先出走でき
る。



２６０４８ ９月２１日 雨 稍重 （２０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２０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

１１ エフティアクトレス 牝３黒鹿５３ 田中 勝春吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２１：０９．１ ９．３�

５１０ ターニングポイント 牡３青鹿５５ 後藤 浩輝山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 ４６８＋ ２１：０９．２� ４．９�
４８ マルタカラッキー 牡３黒鹿５５ 丹内 祐次高橋 義和氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ４６８－ ４１：０９．３� ５２．５�
３５ マヤノモノポリー 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一�下屋敷牧場 和田 正道 三石 下屋敷牧場 ４５６＋ ４１：１０．０４ １４０．９�
７１３� ボタニカルアート 牡３鹿 ５３ 吉田 豊 �キャロットファーム 加藤 征弘 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４６０＋ ４ 〃 クビ ４．０�
２４ アサクサヴェール 牝４鹿 ５５ 松岡 正海田原 慶子氏 松山 康久 三石 三石橋本牧場 ４５２－１０１：１０．１� ２７．２�
６１１ ブリリアントマリー 牝３栗 ５３ 北村 宏司ディアレスト 佐々木亜良 浦河 中島牧場 ４１２± ０１：１０．２� ７７．５	
７１４ ヒシシャトル 牝３鹿 ５３ 中舘 英二阿部雅一郎氏 中野 隆良 新冠 カミイスタット ４６０± ０ 〃 クビ ３６．４

１２ スピーディセイコー 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ８１：１０．３	 １３．７�
２３ シュウザンゴールド 牡４鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真平 光良氏 鈴木 康弘 新冠 ハシモトフアーム ４６８＋ ２１：１０．５１
 １０３．９�
８１６� デスコベルタ 牝４鹿 ５５ 木幡 初広前田 幸治氏 和田 正道 米

Bourbon Oaks
Farm & Spend-
thrift Farm LLC

５００＋１０ 〃 クビ ２０．４
４７ � セ レ ス マ ン 牡４鹿 ５７ 石橋 脩岡 浩二氏 和田 正道 米 Audley Farm ５１２＋ ４１：１０．６クビ ４７．０�
５９ スイートグラーツ 牝３鹿 ５３

５０ ▲千葉 直人和田 啓子氏 高橋 祥泰 門別 シンボリ牧場 ４２０＋ ６ 〃 ハナ ７４．１�
３６ スカーレットダイヤ 牝３青鹿５３ 蛯名 正義芹澤 精一氏 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 ４３８＋１４１：１０．８１� １２．５�
８１５ トシザコジーン 牝３芦 ５３ 内田 博幸上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４８０＋ ２１：１１．２２� ４．１�
６１２ シアトルナカヤマ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲宮崎 北斗�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 ４８８－ ２１：１１．３� ９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，１０３，４００円 複勝： ５５，１４０，７００円 枠連： ５５，９７９，４００円

普通馬連： １９８，６５６，０００円 馬単： １２２，６２４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，１５３，７００円

３連複： １９２，７１２，３００円 ３連単： ４４７，６３２，７００円 計： １，１６５，００２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ２６０円 � １９０円 � ９８０円 枠 連（１－５） １，３４０円

普通馬連 �� １，９６０円 馬 単 �� ４，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７５０円 �� ３，６６０円 �� ２，９４０円

３ 連 複 ��� ２４，８６０円 ３ 連 単 ��� １４８，２１０円

票 数

単勝票数 計 ４３１０３４ 的中 � ３６９１２（４番人気）
複勝票数 計 ５５１４０７ 的中 � ５７１０２（４番人気）� ９３２７６（２番人気）� １１６６６（１２番人気）
枠連票数 計 ５５９７９４ 的中 （１－５） ３０９００（６番人気）
普通馬連票数 計１９８６５６０ 的中 �� ７５１４２（５番人気）
馬単票数 計１２２６２４７ 的中 �� ２１４７２（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９１５３７ 的中 �� １７０８３（５番人気）�� ３２１３（４１番人気）�� ４０１８（３５番人気）
３連複票数 計１９２７１２３ 的中 ��� ５７２２（８０番人気）
３連単票数 計４４７６３２７ 的中 ��� ２２２９（４５８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．２―１１．０―１１．３―１２．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．２―３３．２―４４．５―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エフティアクトレス �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．７．２１ 新潟１着

２００５．３．９生 牝３黒鹿 母 プライムステージ 母母 ダイナアクトレス ９戦２勝 賞金 １８，７５８，０００円
〔騎手変更〕 デスコベルタ号の騎手吉田隼人は，第１１競走での落馬負傷のため木幡初広に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シナノザクラ号
（非抽選馬） ２頭 カルパントラス号・ノボスイーツ号



（２０中山４）第４日 ９月２１日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７１頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２７１，６７０，０００円
２３，１６０，０００円
２，８７０，０００円
３０，０５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，８４８，５００円
４，７５２，０００円
１，７２７，１００円

勝馬投票券売得金
４０５，７２７，９００円
５７２，３０７，３００円
５０４，９４７，２００円
１，９９９，６３４，６００円
１，２４３，４０７，１００円
４８５，４８０，７００円
２，０４６，２２２，２００円
４，３１０，７８６，９００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
計 １１，５６８，５１３，９００円

総入場人員 ３３，３４３名 （有料入場人員 ２９，８９４名）




