
２６０８５１０月５日 晴 良 （２０中山４）第８日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時１０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：０７．８
１：０７．８

良

良

８１６ カツヨトワイニング 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥丹羽 茂文氏 高橋 義博 早来 ノーザンファーム ４０８＋ ２１：０９．８ ４．５�

２４ � コスモパイレット 牡２黒鹿５５ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 米 Chester Broman &
Mary R. Broman ５０８＋ ８１：１０．０１� １．５�

３５ イーサンバブル 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一国本 勇氏 沢 峰次 日高 白瀬 明 ４７８＋１０１：１０．４２� １２７．８�
８１５ ボンファイアー 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人泉 俊二氏 水野 貴広 厚真 大川牧場 ４２６－ ８１：１０．６１� ４３．９�
４８ ヨシインゾーン 牡２黒鹿５５ 吉田 豊田辺 喜彦氏 嶋田 潤 新冠 ヒノデファーム ４６２＋ ２１：１０．７クビ ４２．７�
１２ マイネサブリナ 牝２青鹿５４ 勝浦 正樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴崎 勇 新冠 ムラカミファーム ４４６－１２１：１０．８� １８．９	
６１１ レゴンダンス 牡２栗 ５５ 福永 祐一 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４５０＋１２ 〃 ハナ ４０．８

３６ アバトルフジザクラ 牝２鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人宮川 秋信氏 佐藤 全弘 新冠 杉山 義行 ４６０＋ ４ 〃 クビ ６９．３�
４７ ハッシャバイ 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝グリーンスウォード 和田 正道 新冠 堤 牧場 ４２６± ０１：１０．９クビ ５．７�
２３ パレスキャンディー 牝２芦 ５４ 幸 英明西村 豊氏 鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４４２－ ８ 〃 ハナ ２３４．８
６１２ マカディシチー 牡２栗 ５５ 小野 次郎 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 大樹 大樹ファーム ３９４－ ６１：１１．０� ２７０．６�
７１３ コ ー ド 牡２鹿 ５５ 田面木博公松平 正樹氏 高松 邦男 日高 山際 辰夫 B４７０± ０１：１１．２１	 １２９．５�
５９ カシノノーマーシー 牡２鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本 誠二 ４３４＋１０１：１１．５２ ３６５．６�
１１ サラスヴァティー 牝２黒鹿５４ 北村 宏司石川 博氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 B４３２－１２１：１１．８２ ８０．１�
７１４ オースチンエブリン 牝２青鹿５４ 高山 太郎�テンジン 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４３８－ ４１：１２．０１ ２１８．４�
５１０ フリューゲルシチー 牡２鹿 ５５ 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 ４２６＋ ４１：１２．５３ ８０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，２３３，１００円 複勝： ３４，７２７，７００円 枠連： １７，６４２，８００円

普通馬連： ６２，４０６，６００円 馬単： ６０，２２４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５２１，６００円

３連複： ７４，５７１，３００円 ３連単： １２７，５０１，９００円 計： ４１５，８２９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １，２５０円 枠 連（２－８） ２７０円

普通馬連 �� ２７０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ３，３６０円 �� １，５６０円

３ 連 複 ��� ６，１３０円 ３ 連 単 ��� ２５，１５０円

票 数

単勝票数 計 １８２３３１ 的中 � ３２１４８（２番人気）
複勝票数 計 ３４７２７７ 的中 � ４９５７７（２番人気）� ２０３６００（１番人気）� ２４２１（１１番人気）
枠連票数 計 １７６４２８ 的中 （２－８） ４９１８１（１番人気）
普通馬連票数 計 ６２４０６６ 的中 �� １７１０２１（１番人気）
馬単票数 計 ６０２２４５ 的中 �� ５５１９３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５２１６ 的中 �� ４５２０６（１番人気）�� １１７１（２９番人気）�� ２５９８（１７番人気）
３連複票数 計 ７４５７１３ 的中 ��� ８９８４（１５番人気）
３連単票数 計１２７５０１９ 的中 ��� ３７４２（６５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．２―１１．６―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．１―４５．７―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カツヨトワイニング �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．７．２７ 新潟９着

２００６．３．１５生 牝２鹿 母 マチカネモユルコイ 母母 マチカネモユル ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ウインパランセ号
（非抽選馬） １頭 シルキーモモ号



２６０８６１０月５日 晴 良 （２０中山４）第８日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時４０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：４８．２
１：４６．７

良

良

６９ マジックシアター 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義飯田 正剛氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４７８± ０１：５１．１ ３．０�

３３ アルストリスタン 牡２栗 ５５
５４ ☆三浦 皇成池田 正孝氏 河野 通文 新冠 大栄牧場 ４５６＋ ２１：５１．３１� １０．１�

１１ ヒシセンチュリー 牡２栗 ５５ 内田 博幸阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ４９０－ ２ 〃 クビ ２５．８�
２２ バイタルシチー 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 アイオイファーム ４５４＋ ４１：５１．５１ １０．１�
７１１ ヒカルプリンス 牡２鹿 ５５ 横山 典弘�橋 京子氏 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ２ 〃 ハナ ２．１�
４５ ドリームスナイパー 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠セゾンレースホース� 稲葉 隆一 三石 飯岡牧場 ４６２－ ４１：５１．６� １４．２�
６１０ ティアップザスター 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹田中 昇氏 杉浦 宏昭 浦河 久保農場 ５０２＋ ８１：５１．７� ２９．９	
８１３ スーパーソブリン 牡２黒鹿５５ 吉田 豊 
高木競走馬育成牧場 高木 登 新ひだか 澤田 嘉隆 ４４４＋ ６１：５１．８クビ ２７．５�
３４ ジーアイジェーン 牝２黒鹿５４ 武士沢友治吉田 昭一氏 阿部 新生 浦河 高野牧場 ４１８－ ２１：５２．１１� ５２．７�
５８ センノバルダー 牡２鹿 ５５ 北村 宏司浅野 正敏氏 蛯名 信広 日高 大沢育成牧場 ４８２－ ８１：５２．３１� １０５．０
４６ ビューティファイン 牝２栗 ５４ 吉田 隼人阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４８４－ ２ 〃 ハナ １０１．３�
７１２ トキノサミット 牡２青鹿５５ 丹内 祐次 
丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 地興牧場 ４８２＋１０１：５２．５１ ２２３．４�
５７ トーアナデシコ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一東亜駿馬� 高木 登 豊浦トーア牧場 ４３２－ ２１：５２．８１� ３５０．５�
８１４ ロードハロウィン 牡２鹿 ５５ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 土田 稔 三石 ケイアイファーム ４７０＋ ２ 〃 クビ １０９．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，０３４，３００円 複勝： ３０，７０１，３００円 枠連： １６，９６５，３００円

普通馬連： ７０，１１１，５００円 馬単： ５９，２２９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１３１，４００円

３連複： ７７，１９５，０００円 ３連単： １２５，２４２，２００円 計： ４２３，６１０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � ２５０円 � ６２０円 枠 連（３－６） ９３０円

普通馬連 �� １，３８０円 馬 単 �� ２，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� １，４１０円 �� ２，３６０円

３ 連 複 ��� ８，５６０円 ３ 連 単 ��� ２７，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２１０３４３ 的中 � ５５９７４（２番人気）
複勝票数 計 ３０７０１３ 的中 � ７８２８４（２番人気）� ３０８１７（３番人気）� ９４３６（８番人気）
枠連票数 計 １６９６５３ 的中 （３－６） １３５２２（４番人気）
普通馬連票数 計 ７０１１１５ 的中 �� ３７５８０（４番人気）
馬単票数 計 ５９２２９０ 的中 �� ２１５０１（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１３１４ 的中 �� １３４５１（３番人気）�� ３９０２（１６番人気）�� ２２８６（２２番人気）
３連複票数 計 ７７１９５０ 的中 ��� ６６５７（２８番人気）
３連単票数 計１２５２４２２ 的中 ��� ３３９２（８０番人気）

ハロンタイム １２．４―１２．８―１２．１―１２．９―１２．６―１２．６―１２．０―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２５．２―３７．３―５０．２―１：０２．８―１：１５．４―１：２７．４―１：３９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．７
１
３
１２（１０，１４）（１１，９）（２，３，６）（１，１３）（４，８）－５，７
１２，１０，１４（１１，９）（２，３，６，１３）８（１，４，７）－５

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

勝馬の
紹 介

マジックシアター �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２００８．９．１４ 中山２着

２００６．３．３０生 牝２鹿 母 マジカルウーマン 母母 ブレイブウーマン ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 アルストリスタン号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。



２６０８７１０月５日 晴 良 （２０中山４）第８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

４８ ミンナデワンダー �３栗 ５７ 吉田 豊櫻井 正氏 和田 正道 浦河 モトスファーム ４７４＋１０１：５５．５ ２．５�

８１６ エクストラポイント �３鹿 ５７ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 斎藤 誠 新冠 追分ファーム ４７６＋１０１：５５．６� ５４．９�
５１０ ニイガッタメール 牝３鹿 ５５ 福永 祐一齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 ４９６－１２１：５６．０２� ２１．６�
２４ ダイワデューク 牡３栗 ５７ 後藤 浩輝大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ４４２＋ ６ 〃 クビ ５．２�
５９ エリザベススイート 牝３黒鹿 ５５

５４ ☆三浦 皇成吉田 昭一氏 阿部 新生 門別 白瀬 明 ４４０－ ４１：５６．３１� ４．８�
６１２ シャインスターオー 牡３黒鹿５７ 吉田 隼人小林 博志氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 ４９６－ ６１：５６．７２� ９．４�
３６ ホウザンオペラオー 牡３栗 ５７

５４ ▲宮崎 北斗加藤 豊三氏 加藤 和宏 鵡川 清水ファーム ５１８ ―１：５７．５５ １７５．４	
４７ 	 スマートパーティー 牡３栗 ５７ 幸 英明大川 徹氏 戸田 博文 米 WinStar

Farm, LLC ４７２＋ ９１：５７．７１ １６２．０

１１ トーセンドラクロワ 牡３青鹿５７ 内田 博幸島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ５１４－ ２ 〃 クビ ３３．３�
１２ ベ ス ト 牝３鹿 ５５

５２ ▲千葉 直人柏木 務氏 沢 峰次 青森 一山牧場 ４３０＋ ２１：５７．８クビ ４８．９
２３ ロンギングバブル 牡３鹿 ５７ 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 穂別 真壁 信一 ４８４－ ９１：５７．９� １２９．２�
３５ トミケンブロード 牡３栗 ５７ 岩田 康誠冨樫 賢二氏 加藤 和宏 門別 白瀬 明 ４６０± ０１：５８．３２� ９．４�
７１３ オーミシンフォニー 牡３黒鹿５７ 小林 淳一岩� 僖澄氏 佐々木亜良 浦河 一珍棒牧場 B４２８＋ ２２：０２．５大差 ３６４．０�
６１１ ペガサスビーム 牝３栗 ５５ 中谷 雄太 �ローレルレーシング 佐々木亜良 門別 坂 牧場 ５１６ ―２：０３．０３ １７０．９�
７１４ タイキエリン 牝３黒鹿５５ 丹内 祐次�大樹ファーム 久保田貴士 門別 下河辺牧場 ４７４＋１６２：０８．１大差 ３７３．３�
８１５ サクラアドミラル 牡３鹿 ５７ 蛯名 正義�さくらコマース畠山 吉宏 静内 新和牧場 ５１２－ ２ （競走中止） １０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，３１９，９００円 複勝： ２８，００２，５００円 枠連： １８，６７９，８００円

普通馬連： ７１，７７９，１００円 馬単： ５５，５８９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１４６，０００円

３連複： ７８，１４３，８００円 ３連単： １１９，７２２，０００円 計： ４１４，３８２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １６０円 � １，２６０円 � ４８０円 枠 連（４－８） １，１９０円

普通馬連 �� ７，４８０円 馬 単 �� １０，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６５０円 �� ９３０円 �� ８，２１０円

３ 連 複 ��� ３４，２９０円 ３ 連 単 ��� １６３，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２０３１９９ 的中 � ６５８８４（１番人気）
複勝票数 計 ２８００２５ 的中 � ６４６８９（１番人気）� ４５１８（１０番人気）� １３２０３（７番人気）
枠連票数 計 １８６７９８ 的中 （４－８） １１６５２（４番人気）
普通馬連票数 計 ７１７７９１ 的中 �� ７０８５（２４番人気）
馬単票数 計 ５５５８９５ 的中 �� ３８８５（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１４６０ 的中 �� ２０３３（２７番人気）�� ６１６９（１２番人気）�� ６４３（４８番人気）
３連複票数 計 ７８１４３８ 的中 ��� １６８２（７８番人気）
３連単票数 計１１９７２２０ 的中 ��� ５４０（３８０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１３．４―１３．６―１２．７―１２．６―１２．５―１３．０―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３７．４―５１．０―１：０３．７―１：１６．３―１：２８．８―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３９．２
１
３
８，１６（１，４，５）（３，１２）（２，１４）（１１，７，９）１３（１０，１５）＝６・（８，１６）５（４，１２）１（７，９）（３，１０，１５）２－（１４，１１，１３）－６

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミンナデワンダー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２００７．１０．２７ 福島３着

２００５．４．２９生 �３栗 母 
グランデジール 母母 
ウエストマーチン １２戦１勝 賞金 １８，８００，０００円
〔騎手変更〕 オーミシンフォニー号の騎手石神深一は，第７日第５競走での落馬負傷のため小林淳一に変更。
〔発走状況〕 サクラアドミラル号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔競走中止〕 サクラアドミラル号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 オーミシンフォニー号は，競走中に疾病〔心房細動〕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〕 ペガサスビーム号・タイキエリン号は，平成２０年１１月５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スズノエイユウ号



２６０８８１０月５日 晴 良 （２０中山４）第８日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時４０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

１：１０．９
１：１０．９

不良

不良

７８ ケイアイカミムスビ 牝２鹿 ５４ 上村 洋行 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４８２ ―１：１３．５ ４．５�

６６ ゴールドエンデバー 牡２鹿 ５５
５２ ▲黛 弘人�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４８２ ―１：１３．６クビ ６．６�

６７ � ベ ラ ド ー ラ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹藤田 在子氏 岩戸 孝樹 米 Yoshio Fujita ４７０ ―１：１４．５５ ３．５�
４４ オンワードラート 牡２鹿 ５５ 小林 淳一�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ５２２ ―１：１４．９２� １３．５�
８１１ ディパーチャーズ 牡２鹿 ５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４ ― 〃 ハナ ３．２�
８１０ ノボパガーレ 牡２栗 ５５ 大庭 和弥�LS.M 西塚 安夫 浦河 高昭牧場 ４７８ ― 〃 クビ ７４．２	
５５ ス ラ ン バ ー 牝２栗 ５４ 幸 英明加藤 厚子氏 松永 康利 浦河 ヒダカフアーム ４６６ ―１：１５．０クビ ４０．５


（ミリオネール）

７９ ガイアファイア 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一千葉 正人氏 清水 英克 新冠 有限会社 大
作ステーブル ４５２ ― 〃 クビ ８．９�

２２ ザフィフティス 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ
アーム ４４０ ―１：１５．６３� ３４．８�

１１ ルビーマダム 牝２鹿 ５４ 武士沢友治�宮内牧場 中野渡清一 浦河 宮内牧場 ４３２ ―１：１６．３４ ７２．０
３３ サ ン ロ ー ド 牡２鹿 ５５

５２ ▲千葉 直人長谷川兼美氏 沢 峰次 日高 ホワイトエンジェル ４５４ ―１：１８．４大差 ９１．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，０２８，１００円 複勝： １９，４０９，２００円 枠連： １５，９５５，７００円

普通馬連： ５０，５５０，５００円 馬単： ４４，７６５，２００円 ワイド【拡大馬連】： １４，６８９，３００円

３連複： ５１，０５０，７００円 ３連単： ９６，４８７，８００円 計： ３０９，９３６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（６－７） ３３０円

普通馬連 �� １，２３０円 馬 単 �� ２，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ３３０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，４１０円 ３ 連 単 ��� ８，３９０円

票 数

単勝票数 計 １７０２８１ 的中 � ３０３６４（３番人気）
複勝票数 計 １９４０９２ 的中 � ３２７０３（３番人気）� ２８５９１（４番人気）� ４３６２５（１番人気）
枠連票数 計 １５９５５７ 的中 （６－７） ３６１１９（１番人気）
普通馬連票数 計 ５０５５０５ 的中 �� ３０４５０（６番人気）
馬単票数 計 ４４７６５２ 的中 �� １３３１１（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４６８９３ 的中 �� ７７５８（７番人気）�� １１８６６（３番人気）�� ７７５９（６番人気）
３連複票数 計 ５１０５０７ 的中 ��� ２６７４５（４番人気）
３連単票数 計 ９６４８７８ 的中 ��� ８４９２（２７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．９―１２．４―１２．１―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２４．７―３７．１―４９．２―１：０１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイカミムスビ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

２００６．３．２３生 牝２鹿 母 レディーマジョラム 母母 スイートマジョラム １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２６０８９１０月５日 晴 良 （２０中山４）第８日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時１０分 （芝・右・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３３．４
１：３３．１

良

良

５５ ブラストクロノス 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 村下 明博 ４６２ ―１：３７．７ ７．５�

７９ ハギノバロンドール 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４ ―１：３８．０２ ８．８�
８１０ ニシノラムセス 牡２鹿 ５５ 内田 博幸西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ４９２ ―１：３８．２１� １８．１�
４４ ニシノアララギ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４９０ ―１：３８．３� ３８．７�
３３ ヒシソロモン 牡２青鹿５５ 北村 宏司阿部雅一郎氏 中野 隆良 新冠 カミイスタット ４７６ ―１：３８．４� ７．３�
２２ カシマパフューム 牝２栗 ５４ 柴山 雄一松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 ４１８ ―１：３８．９３ ２３．４�
１１ スリーアイアン 牡２黒鹿５５ 田面木博公星野 壽市氏 高松 邦男 日高 目黒牧場 ４４８ ―１：３９．１１� ５３．７�
６７ トウショウパンサー 牡２黒鹿５５ 石橋 脩トウショウ産業	 浅野洋一郎 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４１２ ―１：３９．２クビ １３１．８

６６ ナイトクラブ 牡２栗 ５５ 吉田 豊坂本 浩一氏 秋山 雅一 日高 庄野牧場 ４４０ ―１：３９．４１� ３４．８�
８１１� マルターズブレーヴ 牡２鹿 ５５

５４ ☆三浦 皇成藤田 在子氏 斎藤 誠 米 Lisa Jones &
Jerard Jones ４７８ ―１：３９．５� １．７�

７８ ミヤビタカラオー 牡２栗 ５５ 吉田 隼人村上 義勝氏 戸田 博文 静内 原 武久 ５０６ ― 〃 クビ ８．８

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，３４２，４００円 複勝： ２５，３５３，３００円 枠連： １８，１６６，１００円

普通馬連： ６１，６８３，７００円 馬単： ５８，２１９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，７３９，５００円

３連複： ６２，８５５，９００円 ３連単： １２４，５２６，１００円 計： ３９１，８８６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２６０円 � ２４０円 � ４５０円 枠 連（５－７） １，４８０円

普通馬連 �� ２，２９０円 馬 単 �� ４，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� １，１４０円 �� １，２６０円

３ 連 複 ��� ６，２２０円 ３ 連 単 ��� ３０，９００円

票 数

単勝票数 計 ２２３４２４ 的中 � ２３５０８（３番人気）
複勝票数 計 ２５３５３３ 的中 � ２６５２７（４番人気）� ３１２９９（２番人気）� １３３８８（６番人気）
枠連票数 計 １８１６６１ 的中 （５－７） ９０８６（６番人気）
普通馬連票数 計 ６１６８３７ 的中 �� １９９０３（６番人気）
馬単票数 計 ５８２１９３ 的中 �� ９２０６（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８７３９５ 的中 �� ６７１１（７番人気）�� ４０１１（１３番人気）�� ３６１０（１５番人気）
３連複票数 計 ６２８５５９ 的中 ��� ７４６７（２２番人気）
３連単票数 計１２４５２６１ 的中 ��� ２９７５（９８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．９―３７．０―４９．７―１：０２．４―１：１４．０―１：２５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．３

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

勝馬の
紹 介

ブラストクロノス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 A.P. Indy 初出走

２００６．１．２９生 牡２黒鹿 母 レディテルライド 母母 Highland Crystal １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 マルターズブレーヴ号は，発進不良〔外側に逃避〕。



２６０９０１０月５日 曇 良 （２０中山４）第８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

３６ � ウエスタンビーバー 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣西川 賢氏 境 征勝 静内 北西牧場 ４８４＋ ４１：１１．１ ７．８�

８１６� サ ラ ト ガ 牝４芦 ５５ 内田 博幸平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ５０４＋１０ 〃 クビ ２．１�
３５ ウインアンジェラス 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４７８＋１０１：１１．５２� ３．６�
７１４ チャームウィーク 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一タマモ� 清水 英克 静内 前田牧場 ５２０＋ ８１：１１．６� ６４．０�
４８ サマーミッドナイト 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲黛 弘人セゾンレースホース� 稲葉 隆一 静内 畠山牧場 ４４０＋ ４１：１１．８１� ９．５�
１２ ミンナシアワセ 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠神山 幸男氏 土田 稔 門別 北海牧場 ４８８＋ ４１：１２．１１� １９．７�
６１１ タケデンヴィーナス 牝４栗 ５５ 二本柳 壮武市 弘氏 武市 康男 浦河 安藤牧場 ４６４± ０１：１２．２� ５６．５	
５１０ メジロアリス 牝３鹿 ５３ 岩部 純二
メジロ牧場 萱野 浩二 洞爺 メジロ牧場 ４３８＋ ６ 〃 クビ １８．６�
４７ � 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 ５３２＋ ２１：１２．５１� ２６５．２�
２３ ベルモントリボン 牝４鹿 ５５ 丹内 祐次 
ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント

ファーム ４９８＋１４１：１２．７１� ７５．６
８１５� ゴールデンシーズ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司池田 豊治氏 石毛 善彦 門別 信育成牧場 ４８８－ ２１：１２．９１ ２４１．７�
５９ ペイアテンション 牝４鹿 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 平井 雄二 三石 嶋田牧場 ５３４＋ ４１：１３．０� ４３．７�
２４ スキャットナンバー 牝４鹿 ５５ 高山 太郎富岡 とみ氏 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４６４＋２２１：１３．１クビ ３４１．８�
１１ ベルモントバジル 牝３鹿 ５３ 幸 英明 
ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント

ファーム ４３８－ ２１：１３．７３� ５３．９�
６１２ スマートサプライズ 牡３鹿 ５５ 横山 典弘大川 徹氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５７２－ ４１：１４．１２� １４．７�
７１３� エヴァソーマッチ 牝４芦 ５５ 中谷 雄太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 三石 下屋敷牧場 ４３６＋ ２１：１４．８４ ２８７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，２４８，２００円 複勝： ３３，７０２，８００円 枠連： ２８，５６０，０００円

普通馬連： ９４，１３６，２００円 馬単： ６９，４０２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，２３３，７００円

３連複： １０１，９８２，２００円 ３連単： １７２，９４０，９００円 計： ５５２，２０６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � １９０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（３－８） ２８０円

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ５２０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ９９０円 ３ 連 単 ��� ７，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２３２４８２ 的中 � ２３７７２（３番人気）
複勝票数 計 ３３７０２８ 的中 � ３４１７９（４番人気）� ９５２２４（１番人気）� ７０９８９（２番人気）
枠連票数 計 ２８５６００ 的中 （３－８） ７７２７４（１番人気）
普通馬連票数 計 ９４１３６２ 的中 �� ７３１００（３番人気）
馬単票数 計 ６９４０２９ 的中 �� ２１６８７（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８２３３７ 的中 �� １５７７１（３番人気）�� １１５６５（５番人気）�� ４７４９１（１番人気）
３連複票数 計１０１９８２２ 的中 ��� ７６６４０（２番人気）
３連単票数 計１７２９４０９ 的中 ��� １６４８９（１３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．３―１２．１―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．８―４５．９―５８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウエスタンビーバー �
�
父 オ ー ス �

�
母父 ア フ リ ー ト

２００４．５．８生 牡４鹿 母 ウエスタンノボミー 母母 ジヨニカズダーリング ８戦１勝 賞金 １３，１５０，０００円
初出走 JRA



２６０９１１０月５日 曇 良 （２０中山４）第８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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

７１１ 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 ４４６＋ ４１：４８．３ ２．５�

１１ タニオブゴールド 牡５黒鹿 ５７
５４ ▲千葉 直人谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４７６± ０１：４８．４クビ ７．９�

６９ コスモポッケ 牡３栗 ５５ 後藤 浩輝 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４４２－ ６ 〃 クビ ２０．１�
４５ アイルビーバウンド 牝３鹿 ５３ 北村 宏司 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４１８＋ ２１：４８．５� １５．１�
６１０ ニシノガーランド 牝３鹿 ５３ 岩田 康誠西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ４７６＋ ４ 〃 ハナ ７．３�
２２ ゴールドストレイン 牡３黒鹿５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６６＋ ８１：４８．６クビ １２．７�
３４ プリンセスドルチェ 牝５鹿 ５５ 吉田 豊吉田 勝己氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム B４４４＋１８１：４８．７� ９．３	
３３ ステルスソニック 牡３黒鹿５５ 蛯名 正義細谷 典幸氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８－ ４ 〃 アタマ ８．９

８１４ テンジンミコオウヒ 牝３鹿 ５３ 柴田 善臣�テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４４０＋１０１：４９．４４ １２７．３�
５８ イイデシンゲン 牡３栗 ５５ 池添 謙一 �アールエスエーカントリ池添 兼雄 青森 扶桑牧場 B４８４－ ４１：４９．５� ９．４
８１３ エイデンダンス 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人永田 清男氏 高木 登 平取 協栄組合 B４６８＋ ４ 〃 アタマ ５５．６�
５７ パンコールデイズ 牝３鹿 ５３

５２ ☆三浦 皇成浅田 次郎氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 ４７６＋ ４１：４９．６クビ ５２．３�
４６ ユメノツヅキヲ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲黛 弘人山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日田牧場 ４４０－ ２１：４９．７� ６９．１�
７１２ トーセンバサラ 牡５鹿 ５７ 幸 英明島川 �哉氏 中島 敏文 静内 岡田スタツド ４５８± ０ 〃 クビ １２４．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，８２１，８００円 複勝： ３６，１４１，７００円 枠連： ２５，６３１，６００円

普通馬連： ９８，９０４，８００円 馬単： ６６，５７３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，４１７，４００円

３連複： ９９，６８１，５００円 ３連単： １６６，６２５，６００円 計： ５４４，７９７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ２４０円 � ５１０円 枠 連（１－７） １，２２０円

普通馬連 �� １，１５０円 馬 単 �� ２，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� １，０３０円 �� ２，７７０円

３ 連 複 ��� ８，４３０円 ３ 連 単 ��� ３７，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２３８２１８ 的中 � ７７４０８（１番人気）
複勝票数 計 ３６１４１７ 的中 � １１００９１（１番人気）� ３５２８８（４番人気）� １３０５６（９番人気）
枠連票数 計 ２５６３１６ 的中 （１－７） １５５３３（４番人気）
普通馬連票数 計 ９８９０４８ 的中 �� ６３６４９（３番人気）
馬単票数 計 ６６５７３５ 的中 �� ２４１９４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７４１７４ 的中 �� １５３１３（３番人気）�� ６４７５（１１番人気）�� ２２８９（３６番人気）
３連複票数 計 ９９６８１５ 的中 ��� ８７３３（２９番人気）
３連単票数 計１６６６２５６ 的中 ��� ３２９４（１１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．７―３６．１―４８．８―１：００．０―１：１１．７―１：２３．８―１：３６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．６
１
３
８－（１，９，１４）（６，７）（５，１１，１３）（２，３，１２）（４，１０）
８，９，１，１３（５，１４）（７，１２）（２，１１，３）４，６－１０

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

勝馬の
紹 介

ウェンブリー �
�
父 サツカーボーイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００６．１１．２５ 東京４着

２００４．３．２１生 牝４栗 母 クラウンアスリート 母母 クラウンフォレスト ２１戦２勝 賞金 ４５，１４７，０００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 ネイチャーグロウ号



２６０９２１０月５日 曇 良 （２０中山４）第８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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１０ ウォーターマーク 牡４芦 ５７ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 萩原 清 三石 木田牧場 ４６８＋ ２１：５４．８ １．４�

６７ ニシノウェーブ 牡５栗 ５７ 岩田 康誠西山 茂行氏 小西 一男 鵡川 西山牧場 ４５８－ ２１：５４．９� １７．７�
３３ ビッグスワン 牡３鹿 ５５ 内田 博幸臼倉 勲氏 斎藤 誠 浦河 バンブー牧場 ５０４± ０１：５５．５３� ４．９�
４４ 	 サンダーアロング 
４鹿 ５７ 吉田 豊前田 幸治氏 古賀 史生 米 Dell Ridge

Farm, LLC ５１０＋ ８１：５６．２４ ６．２�
１１ エルブランコ 牝５芦 ５５ 幸 英明 �サンデーレーシング 松永 康利 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ４１：５６．５２ ２４．１�
７９ � クリスマスギフト 牡４鹿 ５７ 小野 次郎 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ４８４－１０１：５６．７１� １０６．３�
２２ ヒットミーアゲイン 牡４栗 ５７ 柴田 善臣�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４９４± ０１：５６．８クビ ６９．３	
５５ � オンワードオウガ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人
オンワード牧場 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 ４４４－ ６１：５６．９� １１８．５�
６６ マイネルフォルザ 牡３栗 ５５ 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 ５００＋１０１：５７．２２ ３２．９�
７８ コットンフラワー 牝３鹿 ５３ 二本柳 壮宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４６０－ ４１：５７．８３� １２３．８
８１１ サプライズエース 牝３鹿 ５３

５０ ▲宮崎 北斗�原 秀雄氏 菅原 泰夫 門別 合資会社カ
ネツ牧場 ４１０＋ ４１：５９．２９ １７１．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２６，７０５，９００円 複勝： ５０，７７６，６００円 枠連： ２１，６０８，０００円

普通馬連： ７７，４０４，３００円 馬単： ８０，８８５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３９６，７００円

３連複： ７６，９５７，６００円 ３連単： ２２４，９１６，４００円 計： ５８２，６５０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � １２０円 枠 連（６－８） ５８０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� １３０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ７８０円 ３ 連 単 ��� ３，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２６７０５９ 的中 � １５２８４０（１番人気）
複勝票数 計 ５０７７６６ 的中 � ３２０２６３（１番人気）� ２１４８４（４番人気）� ７６１４０（２番人気）
枠連票数 計 ２１６０８０ 的中 （６－８） ２７６８９（３番人気）
普通馬連票数 計 ７７４０４３ 的中 �� ６７８５４（３番人気）
馬単票数 計 ８０８８５１ 的中 �� ５４６８１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３９６７ 的中 �� １６２７７（３番人気）�� ６５２３４（１番人気）�� ９５７６（７番人気）
３連複票数 計 ７６９５７６ 的中 ��� ７２８８６（２番人気）
３連単票数 計２２４９１６４ 的中 ��� ５３７８１（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３８．２―５２．１―１：０５．４―１：１８．０―１：３０．０―１：４２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．８
１
３
１０－７－３（４，６）８，９－５，２，１－１１・（１０，３）（７，８，９）４（６，２）（１，５）＝１１

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

勝馬の
紹 介

ウォーターマーク �
�
父 メジロライアン �

�
母父 シ ャ ル ー ド デビュー ２００６．１０．８ 東京６着

２００４．２．２３生 牡４芦 母 マイネビアンコ 母母 ケイテイーフアイブ １９戦３勝 賞金 ４２，２５０，０００円
※サプライズエース号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２６０９３１０月５日 曇 良 （２０中山４）第８日 第９競走 ��
��２，０００�

な ら し の

習 志 野 特 別
発走１４時３０分 （芝・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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

６８ ド ッ ト コ ム 牡３鹿 ５５ 安藤 勝己青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８０＋ ２２：０２．１ １０．４�

３３ � コアレスストーム �５鹿 ５７ 勝浦 正樹小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi
Kobayashi ５０８－ ４ 〃 クビ ５．７�

７１０ マチカネゲンジ 牡５黒鹿５７ 横山 典弘細川 益男氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９４－ ２ 〃 ハナ ２．５�
７９ アリゾナアベニュー 牡３青鹿５５ 北村 宏司諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 浦河 酒井牧場 ４８８＋ ６２：０２．３１	 １５．３�
１１ 
 フレアリングベスト 牡７鹿 ５７ 高山 太郎山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ５１６＋ ８２：０２．４	 １７．２�
５６ フジヤマラムセス 牡３鹿 ５５ 三浦 皇成藤本美也子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９８－ ２２：０２．５� ５．２�
４４ ハイフェイム 牡４芦 ５７ 池添 謙一 �社台レースホース河野 通文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４９８＋ ６ 〃 ハナ １６．７	
２２ ダークフラッシュ 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠吉澤 克己氏 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４６６－ ６２：０２．６� ６．５

８１１
 アミュレット 牝７鹿 ５５ 小野 次郎 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ４４０＋ ２２：０２．９２ ４１．３�
８１２ サウザンブライト 牡７鹿 ５７ 小林 淳一鈴木 芳夫氏 粕谷 昌央 新冠 勝川牧場 B５００＋ ４２：０３．４３ ８０．９�
６７ 
 ミウラリチャード 牡４鹿 ５７ 柄崎 将寿佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５０４＋ １２：０３．６１� １７１．８
５５ 
 ビービーライナー 牡３黒鹿５５ 吉田 豊�坂東牧場 境 征勝 平取 高橋 啓 ４７８－ ６２：０４．２３	 １３１．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２５，１７５，８００円 複勝： ３４，８０５，９００円 枠連： ２５，３３０，６００円

普通馬連： １２７，１２６，４００円 馬単： ８７，１１２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，９３６，６００円

３連複： １１５，５２２，５００円 ３連単： ２６９，４８３，２００円 計： ７１４，４９３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ２８０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（３－６） ３，０００円

普通馬連 �� ３，２６０円 馬 単 �� ７，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９９０円 �� ４９０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ２，３１０円 ３ 連 単 ��� ２４，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２５１７５８ 的中 � １９１１４（５番人気）
複勝票数 計 ３４８０５９ 的中 � ２４１２１（６番人気）� ５００５７（２番人気）� ９７３５７（１番人気）
枠連票数 計 ２５３３０６ 的中 （３－６） ６２３５（１３番人気）
普通馬連票数 計１２７１２６４ 的中 �� ２８７８４（１２番人気）
馬単票数 計 ８７１１２６ 的中 �� ８８２１（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９９３６６ 的中 �� ６７７１（１４番人気）�� １４９６０（４番人気）�� ２７８９７（２番人気）
３連複票数 計１１５５２２５ 的中 ��� ３６９１７（８番人気）
３連単票数 計２６９４８３２ 的中 ��� ８２４０（８１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１３．４―１２．０―１２．２―１２．１―１２．１―１１．６―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．４―３７．８―４９．８―１：０２．０―１：１４．１―１：２６．２―１：３７．８―１：４９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．９
１
３

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

２
４

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

ド ッ ト コ ム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００７．１２．２ 中山１着

２００５．４．１６生 牡３鹿 母 ビューチフルドラマ 母母 ビューチフルロマン １２戦３勝 賞金 ４１，１１２，０００円



２６０９４１０月５日 曇 良 （２０中山４）第８日 第１０競走 ��
��１，６００�

しゅうふう

秋風ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）
３歳以上，１，６００万円以下，１９．９．２９以降２０．９．２８まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬
および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

６１１ ハチマンダイボサツ 牝４黒鹿５３ 蛯名 正義居城 要氏 境 直行 新冠 北勝ファーム ５０８－ ２１：３３．７ ８．７�

６１２ ハイソサエティー 牡４鹿 ５８ 内田 博幸 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ５２８＋ ８１：３３．８クビ ５．７�
８１５ キタノリューオー 牡４栗 ５７ 北村 宏司�木村牧場 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ５４６－１４１：３４．１２ １６．２�
５１０ ラズベリータイム 牝５青鹿５３ 吉田 隼人広尾レース� 勢司 和浩 平取 坂東牧場 ４６４＋ ８ 〃 ハナ ２０．０�
２３ ワルキューレ 牝４青 ５４ 吉田 豊岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 B４９６＋１６ 〃 ハナ ９．１�
１１ マ シ ュ リ ク 牡５鹿 ５７．５ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５１８－１８ 〃 クビ ２．０	
５９ アップルサイダー 牡４青鹿５６ 柴山 雄一野崎 宗信氏 菅原 泰夫 新冠 山岡ファーム ４９０＋ ８１：３４．３１ １６．８

２４ ナンヨーヒルトップ 牡３栗 ５４ 柴田 善臣中村 �也氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム ５００＋ ８ 〃 クビ １５．０�
４７ � カゼノコウテイ 牡５鹿 ５５ 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 門別 槇本牧場 ４５２＋ ６１：３４．５� ３６．５�
４８ ハネダテンシ 牝５鹿 ５３ 武士沢友治鈴木 とし氏 秋山 雅一 白老 白老ファーム ４９４＋ ４ 〃 アタマ ４２．０
１２ コスモラヴアゲイン 牡６青鹿５４ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 佐々木晶三 静内 泊 寿幸 ４９２± ０１：３４．７１ ７１．９�
３５ シ ュ リ ク ン 牡３黒鹿５３ 田面木博公星野 壽市氏 高松 邦男 静内 落合 一巳 ４９２－１０１：３４．８� ８２．６�
７１３ クラクエンスキー 牡７鹿 ５５ 岩田 康誠熊田 晋作氏 羽月 友彦 登別 青藍牧場 ４７６－１２１：３４．９クビ ７９．９�
８１６ バルバレスコ 牡５鹿 ５４ 幸 英明北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４７４＋ ４ 〃 ハナ ９９．６�
７１４ ダイワティグリス 牡５黒鹿５５ 木幡 初広大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５２８－ ２１：３５．６４ ８５．２�
３６ モリノミヤコ 牡６黒鹿５０ 嘉藤 貴行関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４７２－ ６１：３５．７� ２５９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，９６３，５００円 複勝： ５４，６２７，７００円 枠連： ５１，８４２，２００円

普通馬連： ２０２，７００，０００円 馬単： １２６，５３３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，６１４，９００円

３連複： １８２，１９４，０００円 ３連単： ４１４，９８３，１００円 計： １，１２０，４５９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２６０円 � １９０円 � ３７０円 枠 連（６－６） ２，１００円

普通馬連 �� １，９２０円 馬 単 �� ３，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� １，５００円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ５，８００円 ３ 連 単 ��� ３４，５５０円

票 数

単勝票数 計 ３９９６３５ 的中 � ３６３３５（３番人気）
複勝票数 計 ５４６２７７ 的中 � ５５８４０（３番人気）� ９１９１２（２番人気）� ３４２８９（５番人気）
枠連票数 計 ５１８４２２ 的中 （６－６） １８２９６（９番人気）
普通馬連票数 計２０２７０００ 的中 �� ７７９９３（７番人気）
馬単票数 計１２６５３３６ 的中 �� ２３６３３（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７６１４９ 的中 �� １７３６７（７番人気）�� ７６３１（１７番人気）�� １１２７６（９番人気）
３連複票数 計１８２１９４０ 的中 ��� ２３１８８（１８番人気）
３連単票数 計４１４９８３１ 的中 ��� ８８６６（９７番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．５―１１．８―１１．９―１１．１―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３５．０―４６．８―５８．７―１：０９．８―１：２１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３５．０

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

勝馬の
紹 介

ハチマンダイボサツ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００６．１１．１２ 京都１着

２００４．５．２３生 牝４黒鹿 母 アジヤタイリン 母母 アジヤフラワー １５戦５勝 賞金 ７０，８２８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 サインオブゴッド号・ミレニアムカースル号



２６０９５１０月５日 曇 良 （２０中山４）第８日 第１１競走 ��
��１，２００�第４２回スプリンターズステークス（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （グローバルスプリントチャレンジ 第６戦） （芝・右・外）
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５５�４歳以上５７�，牝馬
２�減

日本馬主協会連合会会長賞・グローバルスプリントチャレンジ賞（１着）
賞 品

本 賞 ９５，０００，０００円 ３８，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，５００，０００円
付 加 賞 ３，４４４，０００円 ９８４，０００円 ４９２，０００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

レースレコード

１：０７．０
１：０６．５
１：０７．０

良

良

良

７１４ スリープレスナイト 牝４鹿 ５５ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４９４－ ８１：０８．０ ２．４�

８１５� キンシャサノキセキ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Arrowleave
Joint Venture ４８８＋ ２１：０８．２１� ５．９�

７１３ ビービーガルダン 牡４青鹿５７ 安藤 勝己�坂東牧場 領家 政蔵 平取 坂東牧場 B４９２－ ６ 〃 クビ １１．１�
６１１ スズカフェニックス 牡６栗 ５７ 横山 典弘永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４６０± ０１：０８．３	 ８．５�
１１ � アポロドルチェ 牡３青鹿５５ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Clarkland

Farm ４６２＋ ４ 〃 アタマ ５９．１�
５９ トウショウカレッジ 牡６鹿 ５７ 池添 謙一トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５４８－ ８１：０８．４	 ２３．７	
４７ カノヤザクラ 牝４栗 ５５ 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ５０４－ ２ 〃 クビ ８．８

６１２ タニノマティーニ 牡８鹿 ５７ 吉田 隼人谷水 雄三氏 須貝 彦三 静内 カントリー牧場 ４９２＋ ２１：０８．５	 ５８．０�
４８ ウエスタンビーナス 牝５黒鹿５５ 郷原 洋司西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ ７１．０�
１２ ファイングレイン 牡５黒鹿５７ 幸 英明 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９２－ ２ 〃 ハナ ７．９
３６ スピニングノアール 牡７栗 ５７ 蛯名 正義畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４７２－ ４１：０８．６
 ９８．４�
３５ � シンボリグラン 牡６芦 ５７ 福永 祐一シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada B５２０＋ ２１：０８．７クビ ２２．８�
２３ ジョリーダンス 牝７芦 ５５ 内田 博幸小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ ２３．３�
２４ プレミアムボックス 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５２６－ ６１：０８．８	 ３８．５�
５１０ エムオーウイナー 牡７黒鹿５７ 柴田 善臣大浅 貢氏 鹿戸 雄一 門別 門別牧場 ５２２－ ４１：０８．９
 １４６．９�
８１６ タマモホットプレイ 牡７栗 ５７ 石橋 脩タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４６６－１４１：０９．２２ １８２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４２，４８３，２００円 複勝： ３５９，２００，６００円 枠連： ３９１，２０３，１００円

普通馬連： ２，２７５，６４０，６００円 馬単： １，２９１，９０８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４４７，６００，６００円

３連複： ２，３２７，２３８，４００円 ３連単： ５，８３０，５４３，３００円 計： １３，２６５，８１８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ２５０円 枠 連（７－８） ５６０円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ４６０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 ��� ５，５３０円

票 数

単勝票数 計３４２４８３２ 的中 � １１３４４３０（１番人気）
複勝票数 計３５９２００６ 的中 � １０３２２７０（１番人気）� ５６６３１７（２番人気）� ２８６５０８（５番人気）
枠連票数 計３９１２０３１ 的中 （７－８） ５２４６５８（１番人気）
普通馬連票数 計２２７５６４０６ 的中 �� ２１４３３７０（１番人気）
馬単票数 計１２９１９０８３ 的中 �� ７３５９３５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計４４７６００６ 的中 �� ３９３８０１（１番人気）�� ２４１２４２（２番人気）�� １３９７６６（８番人気）
３連複票数 計２３２７２３８４ 的中 ���１０２３８２４（１番人気）
３連単票数 計５８３０５４３３ 的中 ��� ７７９３７６（１番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．３―１１．４―１１．５―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．６―４５．０―５６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリープレスナイト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Nureyev デビュー ２００７．１．７ 京都２着

２００４．２．７生 牝４鹿 母 ホワットケイティーディド 母母 Katies １６戦９勝 賞金 ３０９，６９３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１２頭 アイルラヴァゲイン号・インセンティブガイ号・オフィサー号・クールシャローン号・サープラスシンガー号・

ステキシンスケクン号・ニシノナースコール号・ベルーガ号・マイネルフォーグ号・マイネルレーニア号・
マルカフェニックス号・ルルパンブルー号



２６０９６１０月５日 曇 良 （２０中山４）第８日 第１２競走 ��
��１，８００�

え ど が わ

江 戸 川 特 別
発走１６時２０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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７１４� エアマックール 牡３黒鹿５５ 福永 祐一 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-
ter Farm ４７４＋ ２１：５３．１ １．９�

８１５ ペ イ デ イ �６栗 ５７ 三浦 皇成齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ８１：５３．３１	 ７．１�
６１１
 クラリオンコール 牡７栗 ５７ 池添 謙一吉田 勝己氏 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ５２０± ０１：５３．４� ８．８�
２３ エーピーレジェンド 牡５栗 ５７ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 門別 山際 辰夫 B４５４＋２０１：５３．５クビ ４６．８�
５９ キクノプログレッソ 牡５鹿 ５７ 幸 英明佐々木幸子氏 南井 克巳 静内 漆原 哲雄 B５００± ０ 〃 クビ ７９．２�
１１ チャイニーズフレア 牝４鹿 ５５ 北村 宏司 �サンデーレーシング 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４６２－１４１：５３．７１ ３７．９	
３５ レ ン ト ゲ ン 牡４栗 ５７ 吉田 隼人加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２１：５３．８� ２４．６

３６ � エイシンヴァイデン 牡６栗 ５７ 柴田 善臣平井 豊光氏 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４７６± ０１：５３．９� ５．５�
５１０ クリアヴィジョン 牡７栗 ５７ 郷原 洋司吉田 勝己氏 梅田 智之 早来 ノーザンファーム ４５２－１０１：５４．０� ６６．８�
２４ ブローオブサンダー 牝５鹿 ５５ 石橋 脩吉田 勝己氏 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ４１：５４．４２� ２０．２
１２ アサクサムスタング 牡７栗 ５７ 木幡 初広田原 慶子氏 作田 誠二 白老 白老ファーム ４６４＋ ２１：５４．５� ８４．７�
７１３ アドマイヤマントル 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 古賀 史生 静内（有）下河辺トレー

ニングセンター B５１２－ ２１：５４．６� １０．３�
８１６ ブルーポラリス 牝５黒鹿５５ 千葉 直人 �ブルーマネジメント平井 雄二 新冠 川上牧場 ４７０－ ６１：５４．９１� １８４．１�
４７ ツルマルローレル 牡６鹿 ５７ 佐藤 聖也鶴田 任男氏 西園 正都 浦河 �桁牧場 ４８４－ ６１：５５．０� １２７．８�
６１２
 カネマサデューク 牡７黒鹿５７ 武士沢友治植田 忠司氏 嶋田 潤 門別 庫宝牧場 ４８０＋１２１：５８．７大差 １４２．９�

（１５頭）
４８ ペルルノワール 牝４青鹿５５ 上村 洋行 �ローレルレーシング 大久保龍志 新冠 松浦牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４４，１８７，５００円 複勝： ５１，９１０，８００円 枠連： ５５，１９４，４００円

普通馬連： ２２３，５６４，９００円 馬単： １４９，２６０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，５７８，１００円

３連複： １９４，８０４，０００円 ３連単： ５１８，５２９，６００円 計： １，２８９，０２９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � ２００円 枠 連（７－８） ５１０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� ７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ３２０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １，３６０円 ３ 連 単 ��� ４，０００円

票 数

単勝票数 差引計 ４４１８７５（返還計 １６１１） 的中 � １８６０３９（１番人気）
複勝票数 差引計 ５１９１０８（返還計 ２４２８） 的中 � １７０３１９（１番人気）� ６５４２７（３番人気）� ５３６５６（４番人気）
枠連票数 差引計 ５５１９４４（返還計 ９２） 的中 （７－８） ８００４７（２番人気）
普通馬連票数 差引計２２３５６４９（返還計 ２５８１８） 的中 �� ２８０６９０（２番人気）
馬単票数 差引計１４９２６０２（返還計 １７０６６） 的中 �� １４５２８４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５１５７８１（返還計 ５５１１） 的中 �� ５２５００（２番人気）�� ４１２７６（３番人気）�� １７６０７（８番人気）
３連複票数 差引計１９４８０４０（返還計 ３９５１４） 的中 ��� １０６３８５（３番人気）
３連単票数 差引計５１８５２９６（返還計 ９４９６０） 的中 ��� ９５６７４（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３７．１―５０．１―１：０２．４―１：１４．５―１：２６．５―１：３９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．６
１
３
３，１３（６，１４）１５（２，４）５（１，１１，１２）（９，１０）－（７，１６）
３－（６，１３）１４（２，４，１５）（１，５）（９，１１）（１０，１２）（７，１６）

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

勝馬の
紹 介

�エアマックール �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Gone West デビュー ２００７．９．１６ 中山３着

２００５．４．６生 牡３黒鹿 母 Macarena Macarena 母母 Angelic Song １０戦３勝 賞金 ３８，０９８，０００円
〔出走取消〕 ペルルノワール号は，疾病〔腹部挫創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カネマサデューク号は，平成２０年１１月５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１８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１８頭 アポロイレヴン号・ウインクルセイド号・エターナルスマイル号・エドノドリーム号・オースミダンスイン号・

グランシュヴァリエ号・クリールパッション号・クレヨンルージュ号・ゲンパチタキオン号・シンワラヴ号・
スズノネイビー号・トワイライトワルツ号・ブライアンズエッセ号・プラチナメーン号・マルタカタキオン号・
マルブツフジ号・リックチョモランマ号・レオティアラ号



（２０中山４）第８日 １０月５日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６８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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３６９，２６０，０００円
４，２６０，０００円
３０，４８０，０００円
６，４４０，０００円
４２，３７０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

５８，２１８，５００円
４，９６０，０００円
１，６９６，８００円

勝馬投票券売得金
６２４，５４３，７００円
７５９，３６０，１００円
６８６，７７９，６００円
３，４１６，００８，６００円
２，１４９，７０３，７００円
７５５，００５，８００円
３，４４２，１９６，９００円
８，１９１，５０２，１００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
計 ２０，０２５，１００，５００円

総入場人員 ４８，３４６名 （有料入場人員 ４４，８１８名）



平成２０年度 第４回中山競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，３４２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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２，００４，４９０，０００円
２３，４３０，０００円
１２４，３２０，０００円
１９，４６０，０００円
２１６，７００，０００円
６７２，０００円
６７２，０００円

４５３，４９２，０００円
３９，３５５，０００円
１３，５５４，２００円

勝馬投票券売得金
２，９５７，０３４，２００円
４，３１５，６２０，１００円
３，３８９，７９１，６００円
１４，２１３，３７１，３００円
９，５６１，２５４，９００円
３，５０４，５１１，３００円
１４，１７０，９７４，９００円
３２，０４９，９１３，５００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 ８４，１６２，４７１，８００円

総入場延人員 ２５５，８０３名 （有料入場延人員 ２３０，３６１名）




