
２５０３７ ９月２０日 晴 良 （２１中山４）第４日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時００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

６１１ ホッコーマスタング 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４４８± ０１：０９．８ ３．０�

１１ ユウキサンオーラ 牝２鹿 ５４ 郷原 洋司ちきり組合 郷原 洋行 新ひだか クドウファーム ４１２＋１０１：１０．４３� ３３．９�
７１２ ド ロ ッ プ 牝２栗 ５４ 菊沢 隆徳山本 武司氏 高市 圭二 日高 広富牧場 ４２６＋ ２１：１０．５� ８．４�
４６ ボーンコレクター 牡２鹿 ５４ 内田 博幸橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか 金舛 幸夫 ４５０－ ４ 〃 クビ ５．５�
５９ ディアコトミ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４４２＋ ４ 〃 アタマ ３８．９�
８１４ エンダーズシャドウ 牡２黒鹿５４ 松岡 正海飯塚 知一氏 斎藤 誠 平取 坂東牧場 ４６２－ ４１：１０．６� ２２．８�
２３ ビンテージワイン 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４６２＋ ２１：１０．７クビ ８５．３�
３５ ゼ ア グ ー ト 牡２鹿 ５４ 北村 宏司佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 浦河 村下農場 ４７８＋１８１：１０．８� ８８．１	
８１５ レイディオドリーム 牝２栗 ５４ 大庭 和弥グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 イワミ牧場 ４１６＋１０１：１１．０１� ３３．０

７１３ モ ノ リ ス 牡２芦 ５４ 吉田 豊岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 日高 原田牧場 B４６６＋ ４ 〃 クビ ９．４�
５８ アルファミッキイ 牡２鹿 ５４ 柴山 雄一�貴悦 嶋田 潤 新冠 秋田牧場 ４３６＋ ２１：１１．１� １９．７
４７ デルマメッサリーナ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真浅沼 廣幸氏 境 征勝 日高 ファニーヒルファーム ４１８－ ４１：１１．３１� １９６．０�
３４ ホールドオンミー 牝２青鹿５４ 柴田 善臣釘田 秀一氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４１４－１０１：１１．６１� ４．１�
６１０ レインドロップ 牝２青 ５４

５１ ▲国分 優作�ミルファーム 保田 一隆 浦河 山田牧場 ４２２＋ ６ 〃 クビ ２４２．１�
２２ スズカオリオン 牡２鹿 ５４

５２ △宮崎 北斗永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４３４＋ ６１：１１．９１� １８．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，６２３，３００円 複勝： ２２，５９１，６００円 枠連： １６，６１６，０００円

普通馬連： ５９，０２２，９００円 馬単： ４１，６３２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４０７，８００円

３連複： ７３，９２５，５００円 ３連単： １１０，０４０，１００円 計： ３５９，８６０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � ６３０円 � ２９０円 枠 連（１－６） ４，２４０円

普通馬連 �� ３，６５０円 馬 単 �� ５，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２００円 �� ４７０円 �� ２，８５０円

３ 連 複 ��� ９，３８０円 ３ 連 単 ��� ４６，８７０円

票 数

単勝票数 計 １４６２３３ 的中 � ３９７１５（１番人気）
複勝票数 計 ２２５９１６ 的中 � ６４１６０（１番人気）� ６７８７（９番人気）� １７７４３（５番人気）
枠連票数 計 １６６１６０ 的中 （１－６） ２８９８（１９番人気）
普通馬連票数 計 ５９０２２９ 的中 �� １１９６２（１４番人気）
馬単票数 計 ４１６３２９ 的中 �� ５６９６（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４０７８ 的中 �� ４２８９（１４番人気）�� １２３７８（３番人気）�� １７３５（３５番人気）
３連複票数 計 ７３９２５５ 的中 ��� ５８２２（３３番人気）
３連単票数 計１１００４０１ 的中 ��� １７３３（１３３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．２―１１．７―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３３．９―４５．６―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホッコーマスタング �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．８．１５ 新潟１２着

２００７．３．２３生 牝２鹿 母 ホッコーメモリー 母母 ヤサカシヨウリ ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円



２５０３８ ９月２０日 晴 良 （２１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３０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

１：３３．４
１：３３．１

良

良

３３ アニメイトバイオ 牝２栗 ５４
５３ ☆丸田 恭介バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４６０－ ４１：３４．４ ３．０�

５６ ドリームバスケット 牡２栗 ５４ 柴山 雄一セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム ４５２± ０１：３４．６１� ８．６�
６９ トーセンカルツェ 牡２栗 ５４ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４６６－ ４１：３４．８１� ４．１�
８１３ コスモビター 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 武田 寛治 ４６２＋１０１：３４．９� ２．８�
５７ カワキタコマンド 牡２鹿 ５４ 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４５６＋１０１：３５．０クビ １５．２	
４５ アルマトゥーラ 牡２芦 ５４ 内田 博幸コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 ４５２－ ２ 〃 クビ １３．１

２２ ハ イ マ ー ク 牝２栗 ５４ 江田 照男田島榮二郎氏 矢野 照正 新冠 村本牧場 ４５４＋ ２１：３５．２１� ８８．１�
４４ ゼ フ ュ ロ ス 牡２青鹿５４ 西田雄一郎�ミルファーム 高橋 義博 新冠 大栄牧場 ４６４＋ ６１：３５．６２� ３６８．１�
８１２ キタノサイレンス 牡２鹿 ５４ 北村 宏司�木村牧場 高橋 裕 新ひだか 矢野牧場 B４５２＋ ２１：３５．８１� １５０．８
７１０ タイセイローザ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前川 正美 ４５６－ ８１：３６．１１� ２８２．８�
７１１ マイネルドルチェ 牡２栗 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 川島牧場 B４５４－ ２ 〃 クビ ２０１．５�
６８ マルタカトップラン 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義高橋 義和氏 清水 美波 新ひだか 株式会社平井牧場 ４２０± ０ 〃 アタマ ３４．９�
１１ コスモマーシャル 牡２鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 法理牧場 ５２２－ ６１：３８．０大差 ２４８．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，５８９，７００円 複勝： ３０，９３４，３００円 枠連： １６，０９３，５００円

普通馬連： ６２，６６７，７００円 馬単： ４８，３２３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４９９，１００円

３連複： ７１，１５９，７００円 ３連単： １２９，２３１，０００円 計： ３９７，４９８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � １６０円 枠 連（３－５） ９３０円

普通馬連 �� １，３７０円 馬 単 �� ２，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ２９０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，４５０円 ３ 連 単 ��� ８，４８０円

票 数

単勝票数 計 １８５８９７ 的中 � ５０４５７（２番人気）
複勝票数 計 ３０９３４３ 的中 � ７４４７４（２番人気）� ３７２４３（４番人気）� ５０３５８（３番人気）
枠連票数 計 １６０９３５ 的中 （３－５） １２８９０（６番人気）
普通馬連票数 計 ６２６６７７ 的中 �� ３３８３０（５番人気）
馬単票数 計 ４８３２３５ 的中 �� １５４８４（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４９９１ 的中 �� １１４６７（５番人気）�� １９５９０（３番人気）�� ９５１０（６番人気）
３連複票数 計 ７１１５９７ 的中 ��� ３６３０３（４番人気）
３連単票数 計１２９２３１０ 的中 ��� １１２６０（２６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．５―１１．６―１１．９―１１．９―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．３―３４．８―４６．４―５８．３―１：１０．２―１：２２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３６．１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アニメイトバイオ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２００９．８．２２ 札幌５着

２００７．１．３０生 牝２栗 母 レーゲンボーゲン 母母 レインボーファスト ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 アニメイトバイオ号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１２番への進

路影響）



２５０３９ ９月２０日 晴 良 （２１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００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
１：４７．８

重

重

６８ ケ ン マ 牡３栗 ５６ 松田 大作中村 政勝氏 本間 忍 青森 明成牧場 ５１２－ ４１：５７．８ １１．２�

５６ ファルファラ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 ４２８＋ ８１：５７．９� １０８．２�
８１３ アサクサアミイゴ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸田原 慶子氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４１：５８．０クビ ３．３�
４４ クリーバレン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５４０＋１０ 〃 クビ ２．２�
４５ アースセイバー 牡３栗 ５６ 石橋 脩齊藤四方司氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ４６２＋１４１：５８．１� ５７．７�
７１１ ヨシキタドッコイ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太田辺 喜彦氏 石毛 善彦 門別 木村牧場 ４８２＋ ４１：５８．２クビ ３０．７�
６９ プラチナタイム 牡３芦 ５６ 田中 勝春�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 B４３４－ ４１：５８．３� ８．７	
２２ ヤマチョウサン 牡３黒鹿５６ 田中 博康長谷川 彰氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム ４４２－ ８ 〃 ハナ ５５．９

８１２ サクラファイヤー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�さくらコマース伊藤 大士 新ひだか 新和牧場 ４６６－ ４１：５８．５１� １５２．９�
１１ ユウユウラビット 牡３栗 ５６ 柴山 雄一喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ５３６＋ ８１：５８．７１� ７．４
３３ ウエスタンイライザ 牝３青鹿５４ 柴田 善臣西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか 北西牧場 ４７４± ０１：５９．４４ ３０．７�
７１０ ワッフルワッフル 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹近藤 光子氏 柄崎 孝 新ひだか 秋田育成牧場 ４１６－ ６１：５９．６１� １４９．２�
５７ エアレブロン 牡３青鹿５６ 横山 典弘 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６２－ ４２：０４．４大差 ３０．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，８７７，５００円 複勝： ３５，５６９，４００円 枠連： １８，８９１，８００円

普通馬連： ６５，９０２，４００円 馬単： ５３，８０４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，９６５，５００円

３連複： ７８，９２９，０００円 ３連単： １３９，３４１，８００円 計： ４３７，２８２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ２８０円 � １，３００円 � １６０円 枠 連（５－６） ３，９００円

普通馬連 �� ３９，１００円 馬 単 �� ７０，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，５７０円 �� ６００円 �� ３，４００円

３ 連 複 ��� ３４，９５０円 ３ 連 単 ��� ４０１，７００円

票 数

単勝票数 計 １９８７７５ 的中 � １４０５１（５番人気）
複勝票数 計 ３５５６９４ 的中 � ３１６３９（３番人気）� ５２８８（１１番人気）� ８０５２３（２番人気）
枠連票数 計 １８８９１８ 的中 （５－６） ３５７８（１４番人気）
普通馬連票数 計 ６５９０２４ 的中 �� １２４４（４７番人気）
馬単票数 計 ５３８０４７ 的中 �� ５６０（８５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４９６５５ 的中 �� １０５７（４１番人気）�� １１１１９（６番人気）�� １７４７（３３番人気）
３連複票数 計 ７８９２９０ 的中 ��� １６６７（７５番人気）
３連単票数 計１３９３４１８ 的中 ��� ２５６（５７８番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．８―１３．３―１３．６―１３．１―１２．８―１２．７―１３．３―１４．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．８―３８．１―５１．７―１：０４．８―１：１７．６―１：３０．３―１：４３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．０―３F４０．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ケ ン マ �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 Exuberant デビュー ２００９．２．１ 東京１０着

２００６．３．３０生 牡３栗 母 セ イ メ イ 母母 Proud Entrance ９戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エアレブロン号は，平成２１年１０月２０日まで平地競走に出走できない。



２５０４０ ９月２０日 晴 良 （２１中山４）第４日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０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

５５ アイアムイチバン 牡２芦 ５４ 田中 勝春堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７４ ―１：５９．３ ４．２�

８１１� エイシンゼウス 牡２栗 ５４ 蛯名 正義平井 豊光氏 久保田貴士 米 Barron-
stown Stud ５０４ ―１：５９．８３ １．６�

４４ リアルアヴェニュー 牡２鹿 ５４ 内田 博幸 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５００ ― 〃 クビ ５．５�
１１ ブラックバニヤン 牡２青 ５４ 松岡 正海津村 靖志氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 ４７８ ―２：００．８６ ６８．１�
７９ テンノウセイ 牡２栗 ５４ 北村 宏司重松 國建氏 鹿戸 雄一 新ひだか 前川 清彦 ４４６ ―２：０１．４３� １９．５�
６６ スノーピーパッド 牡２芦 ５４ 吉田 豊小山 豊氏 阿部 新生 新ひだか 岡田牧場 ４９８ ―２：０１．８２� ４８．５�
７８ ニシノソリスト 牡２栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４６０ ―２：０２．６５ ２６．１	
６７ ボーンスプレマシー 牡２黒鹿５４ 小林 淳一古川 智洋氏 佐藤 吉勝 浦河 津島 優治 ５００ ― 〃 クビ ２３．０

８１０ デルマネルヴァ 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信浅沼 廣幸氏 石栗 龍彦 日高 ファニーヒルファーム ４７０ ―２：０３．５５ ２３０．０�
２２ ドラゴンハンター 牡２青鹿５４ 西田雄一郎櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 ４６２ ―２：０４．５６ ５２．４�
３３ トワノロジータ 牝２黒鹿５４ 田中 博康永田 清男氏 高木 登 新冠 越湖牧場 ５１８ ―２：０５．３５ ４６．５

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２１，９４２，０００円 複勝： ３２，４４６，９００円 枠連： １４，４０２，０００円

普通馬連： ５２，３６８，７００円 馬単： ５３，９１０，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５８３，７００円

３連複： ５６，２６２，２００円 ３連単： １３５，２２０，９００円 計： ３８５，１３６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（５－８） ３００円

普通馬連 �� ２９０円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ２５０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ３９０円 ３ 連 単 ��� ２，８８０円

票 数

単勝票数 計 ２１９４２０ 的中 � ４１７１０（２番人気）
複勝票数 計 ３２４４６９ 的中 � ５６１８０（２番人気）� １７２０４６（１番人気）� ３４１５７（３番人気）
枠連票数 計 １４４０２０ 的中 （５－８） ３６４００（１番人気）
普通馬連票数 計 ５２３６８７ 的中 �� １３４９８５（１番人気）
馬単票数 計 ５３９１００ 的中 �� ４１９５５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５８３７ 的中 �� ３２６７７（１番人気）�� １６６７９（３番人気）�� ２２９２５（２番人気）
３連複票数 計 ５６２６２２ 的中 ��� １０６６１６（１番人気）
３連単票数 計１３５２２０９ 的中 ��� ３４７５６（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２５．６―３９．３―５３．２―１：０６．５―１：１９．７―１：３２．９―１：４６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．８―３F３９．６
１
３
２，１１（５，３）（１，６）４＝１０（８，９）７・（２，１１）（５，４）３（１，１０，９）６，７－８

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

勝馬の
紹 介

アイアムイチバン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００７．３．６生 牡２芦 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 テンノウセイ号は，枠入り不良。



２５０４１ ９月２０日 晴 良 （２１中山４）第４日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：０７．８
１：０７．８

良

良

７１４ ミオリチャン 牝２芦 ５４ 柴田 善臣瀬谷 �雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４１０ ―１：１０．２ ６．０�

４８ アナタノネガイ 牝２栗 ５４ 木幡 初広村田 哲朗氏 坂本 勝美 新ひだか 藤沢牧場 ４５８ ―１：１０．８３� １１．６�
５９ フルーツシチー 牝２鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 新ひだか 漆原 武男 ４６８ ―１：１１．１１� １４０．９�
６１１ クレタパラドックス 牝２鹿 ５４ 横山 典弘池谷 誠一氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 ４３８ ―１：１１．３１ ４．１�
２４ アポロパステル 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 浦河 日田牧場 ４５６ ― 〃 クビ ３１．３�
１２ ニシノツインクル 牝２黒鹿５４ 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４５４ ― 〃 アタマ ３．４	
３５ ゲンパチオブラヴ 牝２栗 ５４ 村田 一誠平野 武志氏 中川 公成 新ひだか 三木田 頼嗣 ４５２ ―１：１１．７２� ２４．３

２３ キャンパスライフ 牝２栗 ５４ 内田 博幸吉田 勝己氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４１２ ―１：１１．８� ４．６�
１１ ハニカミスマイル 牝２鹿 ５４ 小野 次郎島田 久氏 尾関 知人 日高 今井牧場 ４２８ ―１：１１．９� １３９．９�
５１０ ハ ナ ム ラ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二青木 基秀氏 鈴木 伸尋 日高 グリーンヒルスタッド ４４４ ―１：１２．２１� １７．０
６１２ ロンギングスマイル 牝２栗 ５４ 吉田 豊坂本 浩一氏 秋山 雅一 浦河 カナイシスタッド ４４０ ― 〃 クビ ３３．３�
８１６ クインオブダンサー 牝２鹿 ５４ 田中 勝春ロイヤルファーム� 宗像 義忠 新冠 松浦牧場 ４３４ ―１：１２．３� ４５．７�
４７ ナロウエスケープ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人北所 直人氏 佐藤 全弘 新冠 隆栄牧場 ４５２ ―１：１２．４� ２９．８�
７１３ ホワイトワンダー 牝２芦 ５４ 津村 明秀阿部雅一郎氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４４０ ―１：１２．７１� １７６．５�
８１５ カガヤキビアンカ 牝２鹿 ５４ 江田 照男加藤 武久氏 大江原 哲 むかわ ヤマイチ牧場 ４５８ ― 〃 クビ ２１８．７�
３６ スズノベティ 牝２鹿 ５４ 郷原 洋司阿部 雅子氏 郷原 洋行 日高 大沢育成牧場 ４８０ ―１：１３．２３ １５６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，７３０，３００円 複勝： ２４，４２０，９００円 枠連： １８，７２８，６００円

普通馬連： ６０，６８１，３００円 馬単： ４４，４２４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３２９，５００円

３連複： ７２，９４０，２００円 ３連単： １１６，６９５，２００円 計： ３７５，９５０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２１０円 � ３７０円 � ２，４４０円 枠 連（４－７） １，８７０円

普通馬連 �� ２，７００円 馬 単 �� ５，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１３０円 �� ６，７３０円 �� １０，７８０円

３ 連 複 ��� １０５，７６０円 ３ 連 単 ��� ３８６，２００円

票 数

単勝票数 計 １７７３０３ 的中 � ２３４８０（４番人気）
複勝票数 計 ２４４２０９ 的中 � ３７１８３（４番人気）� １７４８８（５番人気）� ２１２７（１２番人気）
枠連票数 計 １８７２８６ 的中 （４－７） ７４２３（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６０６８１３ 的中 �� １６６２４（９番人気）
馬単票数 計 ４４４２４９ 的中 �� ６５５１（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３２９５ 的中 �� ４６２８（１０番人気）�� ７３０（５４番人気）�� ４５４（６９番人気）
３連複票数 計 ７２９４０２ 的中 ��� ５０９（１８３番人気）
３連単票数 計１１６６９５２ 的中 ��� ２２３（７８６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．９―１１．７―１１．６―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．４―４７．１―５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３４．８
３ ・（８，１４）１６，２（９，１２，１５）１１，１，５（４，１３，１０）－７－（３，６） ４ ８（１４，１６）（２，１５）（９，１１）（１，１２）（４，５，１０）－３（７，１３）＝６

勝馬の
紹 介

ミオリチャン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００７．５．４生 牝２芦 母 ミスアルダント 母母 マ ガ ロ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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 クールカラー号・ムーンライトシティ号



２５０４２ ９月２０日 晴 良 （２１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１２時５０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１３ ケイアイエーデル 牝４鹿 ５５ 江田 照男 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 静内 佐竹 学 ４４２＋２８１：１１．６ ２．９�

３６ フ ヨ ウ 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 ４６０± ０１：１２．１３ ６．０�
４７ ローブドヴルール 牝３鹿 ５３ 勝浦 正樹�ミルファーム 保田 一隆 日高 小西ファーム ４８２＋１８ 〃 アタマ ７．０�
５９ イグナイトカフェ 牝３鹿 ５３ 小島 太一西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４６４± ０１：１２．２クビ １６．０�
８１６ ル ナ ロ ッ ソ 牝３栗 ５３

５２ ☆丸田 恭介木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ５０６＋１０１：１２．４１� ４０．２�
４８ マイネアルデュール 牝４鹿 ５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム ４７６＋ ４１：１２．６１� １３．６	
１２ ラ イ カ ー ト 牝５芦 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４８０－ ６ 〃 クビ ３．９

５１０� ジョウキゲン 牝３鹿 ５３

５０ ▲丸山 元気野島 春男氏 南田美知雄 日高 野島牧場 ４４８＋ ８１：１２．７� ２４９．６�
１１ オメガリトルスター 牝３栗 ５３

５０ ▲伊藤 工真原 �子氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３８＋ ６１：１２．８クビ ３２．８�
６１１ ラヴリードリーム 牝３青鹿５３ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 中島 敏文 静内 松田 三千雄 ４４０＋ ６１：１２．９� ９．３
６１２ タケデンスキップ 牝４鹿 ５５ 伊藤 直人武市 進吾氏 小林 常泰 浦河 安藤牧場 B４３８＋ ４１：１３．０	 ２８１．９�
３５ � ベ レ ン バ ン 牝３芦 ５３ 西田雄一郎大崎 幸路氏 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 ４７０＋ ８１：１３．２１� ４９．９�
２４ デットオアアライブ 牝４栗 ５５ 吉田 豊畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４９０－ ２１：１３．５２ ８３．７�
７１４ リリカルヴァース 牝４鹿 ５５ 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 牧 光二 浦河 日進牧場 B４６６＋ ８１：１４．１３� １０９．４�
８１５ クールレディ 牝３栗 ５３ 大庭 和弥林 千枝子氏 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 ４４８＋１６１：１４．２クビ ２４０．７�
２３ キタサンオリュウ 牝３黒鹿５３ 武士沢友治�大野商事 中野渡清一 静内 カタオカステーブル B４６８＋ ８１：１６．９大差 ２９３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２８４，１００円 複勝： ３１，７６７，２００円 枠連： １９，５９１，８００円

普通馬連： ８６，８４５，２００円 馬単： ５１，４６１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，９７０，４００円

３連複： ８７，４２７，１００円 ３連単： １７１，９０７，４００円 計： ４９７，２５５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � ２００円 枠 連（３－７） １，１３０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ５００円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ２，３８０円 ３ 連 単 ��� ６，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２１２８４１ 的中 � ５７８６０（１番人気）
複勝票数 計 ３１７６７２ 的中 � ５７９３４（２番人気）� ５４７４７（３番人気）� ３７４５７（４番人気）
枠連票数 計 １９５９１８ 的中 （３－７） １２８７７（５番人気）
普通馬連票数 計 ８６８４５２ 的中 �� ６４４３９（３番人気）
馬単票数 計 ５１４６１９ 的中 �� ２１７２３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６９７０４ 的中 �� １２９８７（６番人気）�� １３５７３（４番人気）�� ９５７５（９番人気）
３連複票数 計 ８７４２７１ 的中 ��� ２７１５４（６番人気）
３連単票数 計１７１９０７４ 的中 ��� １８６０１（７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．１―１２．３―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．５―４５．８―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイエーデル �
�
父 トワイニング �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００８．３．２ 中山１着

２００５．３．２６生 牝４鹿 母 ケイアイワールド 母母 サラトガワールド ９戦３勝 賞金 ２３，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタサンオリュウ号は，平成２１年１０月２０日まで平地競走に出走できない。



２５０４３ ９月２０日 晴 良 （２１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 ７，４００，０００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 スカーレットダイヤ 牝４青鹿５５ 松岡 正海芹澤 精一氏 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 ４５０＋２２１：４７．７ ４．６�

８１３ グ ル ー オ ン �４鹿 ５７ 柴山 雄一池谷 誠一氏 大竹 正博 静内 畠山牧場 ４６２± ０１：４７．８� ３９．６�
６９ � ナ ナ ツ ダ チ 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 ４９６＋ ８ 〃 ハナ ７．３�
７１１ ス ペ ッ ク 牡３鹿 ５４ 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 澤田 嘉隆 ４６２＋ ２１：４８．０１� ８．３�
８１２� シ デ ン カ イ 牡４青 ５７

５４ ▲丸山 元気柳橋 俊昭氏 高松 邦男 様似 徳永 春夫 ４４８＋ ６１：４８．２１� １８１．６�
３３ コスモフリーダム 牡５鹿 ５７ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 門別 棚川牧場 ５１２＋ ６ 〃 クビ ３２．３�
７１０ エアパグナス 牡３鹿 ５４ 北村 宏司 	ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４６－ ８１：４８．３クビ ２２．８

４５ ローレルエルヴェル 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信 	ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４３６＋ ４１：４８．５１� ３４．３�
６８ サクラルーラー 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣	さくらコマース小島 太 新ひだか 新和牧場 ５１４＋ ４ 〃 クビ １９．１�
４４ クールドリオン 牡４栗 ５７ 内田 博幸広尾レース	 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４７４＋ ６１：４８．６クビ １２．９
５６ フライバイワイヤー 牡３栗 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４５８－１２ 〃 クビ ３．２�
１１ � ワシントンハート 牝３鹿 ５２ 吉田 豊吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 B４５８＋ ２１：４９．１３ １７３．５�
５７ トウショウパンサー 牡３黒鹿５４ 中舘 英二トウショウ産業	 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 ４１２－１２１：４９．６３ ５．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，９２７，８００円 複勝： ３１，３３６，１００円 枠連： ２２，０３１，２００円

普通馬連： ８３，８９０，５００円 馬単： ５５，９０４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２６７，３００円

３連複： ８７，８２４，９００円 ３連単： １５４，２１７，２００円 計： ４８２，３９９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２２０円 � ７３０円 � ２３０円 枠 連（２－８） ５，８００円

普通馬連 �� ７，１４０円 馬 単 �� １１，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１７０円 �� ６５０円 �� ２，７００円

３ 連 複 ��� １５，２３０円 ３ 連 単 ��� ８７，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２１９２７８ 的中 � ３８１４８（２番人気）
複勝票数 計 ３１３３６１ 的中 � ４３５４４（２番人気）� ９２０２（１０番人気）� ３８９６４（４番人気）
枠連票数 計 ２２０３１２ 的中 （２－８） ２８０７（１８番人気）
普通馬連票数 計 ８３８９０５ 的中 �� ８６７２（２８番人気）
馬単票数 計 ５５９０４８ 的中 �� ３５６８（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２６７３ 的中 �� ２７９６（２９番人気）�� １０２０９（５番人気）�� ２２３２（３５番人気）
３連複票数 計 ８７８２４９ 的中 ��� ４２５８（５６番人気）
３連単票数 計１５４２１７２ 的中 ��� １３０６（３０４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１１．２―１１．９―１１．８―１２．０―１１．９―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３５．７―４７．６―５９．４―１：１１．４―１：２３．３―１：３５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．３
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スカーレットダイヤ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Dehere デビュー ２００８．２．１１ 東京３着

２００５．３．１１生 牝４青鹿 母 キャニオンジュノー 母母 ミドルフォークラピッヅ １０戦３勝 賞金 ２５，１５０，０００円



２５０４４ ９月２０日 晴 良 （２１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
１：４７．８

重

重

５６ デンコウヤマト 牡３栗 ５４ 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 辻 牧場 ４６２－１２１：５５．７ ４．６�

６８ ニシノテンクウ 牡４芦 ５７ 田辺 裕信西山 茂行氏 小西 一男 鵡川 西山牧場 B４８４－ １１：５６．１２� ２９．６�
４４ セイカプレスト 牡３黒鹿５４ 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４５４＋ ２１：５６．２クビ ５８．３�
３３ アドマイヤワンダ 牡３鹿 ５４ 的場 勇人近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４８２－１４ 〃 ハナ １４．５�
８１２ スターリバイバル 牡３栗 ５４ 内田 博幸�出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ５０４＋ ４１：５６．３� ２．５�
７１１ サクセスアーチ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４６－ ４ 〃 クビ ４．１�
７１０� ヤマニンワーシップ 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 B４６０－ ４１：５６．７２� １６４．１	
２２ リージェントゲスト 牡８鹿 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 中島 敏文 新冠 勝川牧場 ５２６± ０１：５７．０１� ５４．５

５７ � リリーザサン 牡４栗 ５７ 大庭 和弥�谷川牧場 石栗 龍彦 浦河 谷川牧場 B５１２＋１４１：５７．３１� ７６．６�
４５ ウ マ ザ イ ル 牡３黒鹿５４ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５２２－ ８１：５７．４� ５．７�
１１ ゴーアップドラゴン 牡３黒鹿５４ 蛯名 正義元屋地文明氏 伊藤 大士 日高 新井 昭二 ４８０± ０１：５７．７２ １８．０
６９ エクスハイタッチ 牡５鹿 ５７

５４ ▲国分 優作前田 繁氏 柄崎 孝 静内 曾我 博 ４５０± ０１：５８．４４ ３７５．８�
８１３� カリズマウイッシュ �５栗 ５７ 五十嵐雄祐篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４６８＋ ４２：００．９大差 ３０２．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２５，８９２，５００円 複勝： ３６，８９９，９００円 枠連： ２０，９８３，０００円

普通馬連： ９１，６７５，２００円 馬単： ６４，９５３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，４５５，７００円

３連複： ９６，４７６，２００円 ３連単： １８８，０１０，２００円 計： ５５３，３４６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２２０円 � ６５０円 � １，０４０円 枠 連（５－６） ５，７７０円

普通馬連 �� ７，０２０円 馬 単 �� １０，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５３０円 �� ２，５９０円 �� ７，０７０円

３ 連 複 ��� ５６，７８０円 ３ 連 単 ��� ２２８，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２５８９２５ 的中 � ４４５８９（３番人気）
複勝票数 計 ３６８９９９ 的中 � ５５０９７（４番人気）� １３６０３（７番人気）� ８１０８（９番人気）
枠連票数 計 ２０９８３０ 的中 （５－６） ２６８４（１７番人気）
普通馬連票数 計 ９１６７５２ 的中 �� ９６３９（２０番人気）
馬単票数 計 ６４９５３８ 的中 �� ４７０３（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８４５５７ 的中 �� ４６８６（１７番人気）�� ２７１０（２５番人気）�� ９７２（４５番人気）
３連複票数 計 ９６４７６２ 的中 ��� １２５４（９８番人気）
３連単票数 計１８８０１０２ 的中 ��� ６０６（４２２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１２．９―１３．５―１３．０―１２．８―１２．４―１３．０―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３７．４―５０．９―１：０３．９―１：１６．７―１：２９．１―１：４２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３９．０
１
３
１２，５－３－２（７，１３）（１，６）１１（４，８）９－１０・（１２，５）（２，６，１１）３（４，１，８）７，１３，９－１０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

デンコウヤマト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Miner’s Mark デビュー ２００８．１１．３０ 東京中止

２００６．４．１生 牡３栗 母 マイナーズジェム 母母 Side Saddle ７戦２勝 賞金 １２，４００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カリズマウイッシュ号は，平成２１年１０月２０日まで平地競走に出走できない。



２５０４５ ９月２０日 晴 良 （２１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 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

２２ � アロマンシェス 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン
牧場 ４６４＋ ８１：３２．０ ５．７�

３３ ホ ク レ レ 牝５鹿 ５５ 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：３２．１� ４．２�

７７ ショウナンアクロス 牡４鹿 ５７ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２－ ６１：３２．３１ ２５．２�

８１０ サトノロマネ 牡３鹿 ５５ 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４７０± ０ 〃 ハナ ３．７�
１１ フォーチュンワード 牝４黒鹿５５ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 静内 千代田牧場 ５０６± ０ 〃 クビ ６．１�
８９ スーパーウーマン 牝４栗 ５５ 吉田 隼人 �高木競走馬育成牧場 高木 登 浦河 帰山 清貴 B４６６－１４１：３２．９３� １３．０	
５５ クリノアドベンチャ 牡５黒鹿５７ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 春木 昭雄 ４６０＋ ４１：３３．０� ９７．５

６６ � メ ス ナ ー 牡４芦 ５７ 松岡 正海岡田 繁幸氏 稲葉 隆一 門別 旭 牧場 ４５８－ ２１：３３．２１	 ３．８�
４４ テントゥワン 牡６黒鹿５７ 二本柳 壮宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４４０＋ ４１：３３．３� １３４．９�
７８ ジョイフルスマイル 牝４栗 ５５ 田中 博康上茶谷 一氏 矢作 芳人 早来 ノーザンファーム B４６８－ ４１：３４．３６ １２４．６

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３４，４４３，５００円 複勝： ４７，０７２，８００円 枠連： ２３，９４６，９００円

普通馬連： １１９，５９８，７００円 馬単： ８１，５３４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，８９３，０００円

３連複： １１５，２３５，５００円 ３連単： ２７７，５４０，４００円 計： ７３１，２６５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２００円 � １７０円 � ５２０円 枠 連（２－３） １，０００円

普通馬連 �� ９２０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� １，５００円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ５，３１０円 ３ 連 単 ��� ２４，１１０円

票 数

単勝票数 計 ３４４４３５ 的中 � ４８１３０（４番人気）
複勝票数 計 ４７０７２８ 的中 � ６８１６５（５番人気）� ９０６５３（１番人気）� １８１３９（７番人気）
枠連票数 計 ２３９４６９ 的中 （２－３） １７８０１（６番人気）
普通馬連票数 計１１９５９８７ 的中 �� ９６３７９（３番人気）
馬単票数 計 ８１５３４２ 的中 �� ３１７５４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１８９３０ 的中 �� ２５８９１（２番人気）�� ４８９０（１９番人気）�� ５７５４（１８番人気）
３連複票数 計１１５２３５５ 的中 ��� １６０２７（２４番人気）
３連単票数 計２７７５４０４ 的中 ��� ８４９７（９７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１０．７―１０．９―１１．５―１１．４―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３４．２―４５．１―５６．６―１：０８．０―１：１９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３５．４

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

勝馬の
紹 介

�アロマンシェス �
�
父 ザ カ リ ヤ �

�
母父 コマンダーインチーフ （１戦０勝 賞金 ０円）

２００４．３．１１生 牡５鹿 母 レパーティー 母母 パンドラスボックス １９戦３勝 賞金 ６９，２５０，０００円
地方デビュー ２００６．５．２５ 札幌



２５０４６ ９月２０日 晴 良 （２１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 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１１ ティアップハーレー 牡３栗 ５５ 蛯名 正義田中 昇氏 高木 登 浦河 佐々木 恵一 ４７６－ ２１：１１．１ ６．６�

７８ プレンティラヴ 牝５鹿 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム B４９０± ０１：１１．２� １１．０�
１１ レッドヴァンクール 牡３鹿 ５５ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５１０＋１０１：１１．６２� ２．９�
８１０ モアザンスマート 牡３鹿 ５５ 江田 照男�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 ４８０＋ ８１：１１．７クビ １２．８�
２２ ダノンブライアン �５鹿 ５７ 松岡 正海�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０６－ ２１：１１．８� ２３．２�
７９ タンティモール 牝５鹿 ５５ 内田 博幸吉田 和美氏 奥平 雅士 門別 石原牧場 ５２２＋ ４１：１１．９クビ ６．１	
６７ チャームウィーク 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一タマモ� 清水 英克 静内 前田牧場 ５１８＋ ８１：１２．０� １６．４

３３ ラオムフェーレ 牡５栗 ５７ 的場 勇人�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４８２＋ ４１：１２．３１� １１１．１�
６６ ローランバーク 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹斉藤 敏博氏 水野 貴広 浦河 宮内牧場 ４７０－ ６１：１２．４� ９６．７�
４４ ナ イ ア ー ド 牝３黒鹿５３ 横山 典弘�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４８２＋ ６１：１２．５� ３．４
５５ クリアエンデバー 牡９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 B５１０－２０１：１３．１３� １６３．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３９，０６１，２００円 複勝： ５０，２２０，５００円 枠連： ３３，９６１，１００円

普通馬連： １５８，５２１，５００円 馬単： ９８，７４７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，８００，１００円

３連複： １４６，７０９，８００円 ３連単： ３２９，３９１，３００円 計： ８９６，４１３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２２０円 � ２３０円 � １５０円 枠 連（７－８） ７６０円

普通馬連 �� ３，１３０円 馬 単 �� ６，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ４６０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ３，０００円 ３ 連 単 ��� ２７，０７０円

票 数

単勝票数 計 ３９０６１２ 的中 � ４７１４１（４番人気）
複勝票数 計 ５０２２０５ 的中 � ５４８９７（４番人気）� ５１３９８（５番人気）� １１５０７４（１番人気）
枠連票数 計 ３３９６１１ 的中 （７－８） ３３３４３（４番人気）
普通馬連票数 計１５８５２１５ 的中 �� ３７４５２（１６番人気）
馬単票数 計 ９８７４７７ 的中 �� １１５０７（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９８００１ 的中 �� １２７２０（１４番人気）�� ２２４４１（４番人気）�� １８４０３（５番人気）
３連複票数 計１４６７０９８ 的中 ��� ３６１５２（９番人気）
３連単票数 計３２９３９１３ 的中 ��� ８９８２（１１１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．４―１１．９―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３４．１―４６．０―５８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３７．０
３ ・（８，１０）１１（４，１，７）（２，３，９，６）－５ ４ ・（８，１０）１１，４（１，７）２（３，９，６）－５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ティアップハーレー �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．１１．９ 東京５着

２００６．５．２４生 牡３栗 母 ネーハイエンプレス 母母 ネーハイビユーテイ ９戦３勝 賞金 ３３，８６６，０００円



２５０４７ ９月２０日 晴 良 （２１中山４）第４日 第１１競走 ��
��２，２００�第６３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 １，３０２，０００円 ３７２，０００円 １８６，０００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

８１７ ナカヤマフェスタ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義和泉 信子氏 二ノ宮敬宇 むかわ 新井牧場 ４５２－ ６２：１２．０ ４．３�

６１１ セイクリッドバレー 牡３栗 ５６ 松岡 正海吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ２２：１２．１� １１．２�
７１４ フォゲッタブル 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４８２－ ４ 〃 クビ ２３．６�
６１２ アドマイヤメジャー 牡３青鹿５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４４４± ０２：１２．２クビ ２．４�
２３ ヒカルマイステージ 牡３栗 ５６ 横山 典弘高橋 光氏 勢司 和浩 登別 青藍牧場 ４９６－ ６２：１２．５１� ７．３�
８１８ マッハヴェロシティ 牡３青 ５６ 柴田 善臣井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５２２＋１２２：１２．６クビ １２．１�
８１６ トウショウデザート 牡３鹿 ５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５１８－ ４ 〃 クビ ３２．２	
７１５ ロードパンサー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 久保田貴士 三石 ケイアイファーム ４７４－１４２：１２．９１� １３４．０

２４ カルカソンヌ 牡３芦 ５６ 村田 一誠 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４８８± ０ 〃 ハナ ４９．６�
１２ サトノエクスプレス 牡３栗 ５６ 池添 謙一里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１２－１２ 〃 クビ ５４．６
３５ ナリタクリスタル 牡３黒鹿５６ 津村 明秀�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋１２ 〃 アタマ ３４．３�
４７ パラディーゾ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �キャロットファーム 松永 幹夫 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２＋ ２２：１３．３２� ６２．９�
５９ ミッキーペトラ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春野田みづき氏 森 秀行 静内 矢野牧場 ４８６－ ６２：１３．５１� ２８．９�
５１０ ゴールデンチケット 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４７０－１５２：１３．６� １９．０�
７１３	 イグゼキュティヴ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一岡田 繁幸氏 斎藤 誠 新ひだか 沖田 忠幸 ４８８＋ ８２：１３．９１� ２６７．６�
１１ 	 マサノウイズキッド 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹中村 正子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 ５００－ ２２：１４．２１� ５８．７�
４８ 
 アムールマルルー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Sean Mul-

ryan B５１０＋１８２：１４．５１� ６３．５�
３６ ブレイクナイン 牡３黒鹿５６ 中舘 英二青山 洋一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 ４８２－ ８２：１６．３大差 ８２．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３６，５５２，３００円 複勝： １９４，７９４，１００円 枠連： １９４，８９６，４００円

普通馬連： ７９５，９７９，４００円 馬単： ４２５，６５０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９３，８１１，３００円

３連複： ８９８，２４０，７００円 ３連単： １，９０５，７１０，７００円 計： ４，７４５，６３５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １９０円 � ３３０円 � ６００円 枠 連（６－８） ３５０円

普通馬連 �� ２，３８０円 馬 単 �� ４，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９８０円 �� １，８４０円 �� ３，１６０円

３ 連 複 ��� １７，６８０円 ３ 連 単 ��� ７８，２３０円

票 数

単勝票数 計１３６５５２３ 的中 � ２５３１５９（２番人気）
複勝票数 計１９４７９４１ 的中 � ３３８３２９（２番人気）� １４７５８７（５番人気）� ７１４８５（９番人気）
枠連票数 計１９４８９６４ 的中 （６－８） ４１６６３０（１番人気）
普通馬連票数 計７９５９７９４ 的中 �� ２４７０４２（８番人気）
馬単票数 計４２５６５０９ 的中 �� ７６２１４（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９３８１１３ 的中 �� ５０５９１（７番人気）�� ２５８１１（１８番人気）�� １４７５２（３４番人気）
３連複票数 計８９８２４０７ 的中 ��� ３７４９９（５６番人気）
３連単票数 計１９０５７１０７ 的中 ��� １７９８０（２２６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１１．９―１２．７―１２．５―１１．９―１１．５―１１．８―１１．７―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．３―２３．８―３５．７―４８．４―１：００．９―１：１２．８―１：２４．３―１：３６．１―１：４７．８―１：５９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．９
１
３

６，３－９，１０（５，１１）１７（８，１８）（７，１４）（１，１５）（２，１２）１６－（４，１３）・（６，３）－（９，１０）（５，１１，１７，１８）（１４，１５，１３）８，１２（１，７，１６）（４，２）
２
４
６，３，９（５，１０）１１，１７（８，１４，１８）（１，７，１２）１５，２，１６（４，１３）
３，６（９，１０，１７）（５，１１）（１４，１８）（８，１２，１５，１３）１６（１，７，２）４

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナカヤマフェスタ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 タイトスポット デビュー ２００８．１１．２ 東京１着

２００６．４．５生 牡３鹿 母 ディアウィンク 母母 セ イ レ イ ６戦３勝 賞金 １３３，９６６，０００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。
（非当選馬） １頭 クラブトゥギャザー号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりナカヤマフェスタ号・セイクリッドバレー号・フォゲッタブル号は，菊花賞（JpnⅠ）競走に優先出走できる。



２５０４８ ９月２０日 晴 良 （２１中山４）第４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

８１０� エーシントゥルボー 牝５鹿 ５５ 吉田 豊�栄進堂 大久保洋吉 米 Winches-
ter Farm ５２６－ ４１：５６．４ ２．７�

２２ マイネルビスタ 牡５栗 ５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 富本 茂喜 ４５４－ ８１：５６．７１� １４．７�

１１ カムレーシング 牡３黒鹿５４ 柴田 善臣吉田 和子氏 清水 英克 浦河 杵臼牧場 ４９４± ０ 〃 クビ ３．０�
３３ マイネルハヤト 牡５青鹿５７ 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小西 一男 静内 上野 正恵 B５００＋１０１：５６．８クビ ２０．６�
８１１� ユーワファントム 牡５黒鹿５７ 内田 博幸 �東京ホースレーシング 武藤 善則 米 John B.

Ingleson B４９４－ ２１：５７．１２ ６．４�
５５ ローンジャスティス 牡４栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６２－ ８１：５７．２クビ ５．６�
４４ � シャイニーモス 牡４黒鹿５７ 江田 照男小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ４７０－ ６１：５７．９４ １０６．３	
６７ � スクリームイーグル 牡４黒鹿５７ 横山 典弘吉田 和美氏 萩原 清 愛

Baronrath Stud
And Globe
Bloodstock

４８４＋１６１：５８．１１	 ２９．０

７８ エルベンセドール 牡５鹿 ５７ 石橋 脩伊達 敏明氏 柴田 政人 門別 サンシャイン

牧場 ５０２－１４１：５８．２
 ４６．７�
７９ レジェンドヘヴン 牡３栗 ５４ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 日高 槇本牧場 ５０４－ ６１：５９．０５ ２６６．８
６６ � ヒシドンネル 牡４青鹿５７ 蛯名 正義阿部雅一郎氏 久保田貴士 米

Hill ’N’ Dale
Farm & Clas-
sic Reign, LLC

４９６－ ２１：５９．２１
 ３０．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３８，７９３，９００円 複勝： ５０，３５６，７００円 枠連： ４２，２３６，０００円

普通馬連： １４６，９９０，３００円 馬単： ９８，６３９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，４７２，６００円

３連複： １３８，８８３，８００円 ３連単： ３６４，３８３，０００円 計： ９２０，７５５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（２－８） １，１１０円

普通馬連 �� １，７３０円 馬 単 �� ２，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� １９０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 ��� ９，３３０円

票 数

単勝票数 計 ３８７９３９ 的中 � １１４３３９（１番人気）
複勝票数 計 ５０３５６７ 的中 � １２３６２４（１番人気）� ４５８３１（５番人気）� １２１０４２（２番人気）
枠連票数 計 ４２２３６０ 的中 （２－８） ２８１８０（５番人気）
普通馬連票数 計１４６９９０３ 的中 �� ６２８７９（７番人気）
馬単票数 計 ９８６３９２ 的中 �� ２６９１４（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０４７２６ 的中 �� １４９３６（８番人気）�� ６９４５４（１番人気）�� １６９７５（７番人気）
３連複票数 計１３８８８３８ 的中 ��� ７００３５（３番人気）
３連単票数 計３６４３８３０ 的中 ��� ２８８３５（２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３７．３―５１．１―１：０４．４―１：１７．３―１：２９．９―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�エーシントゥルボー �
�
父 Broad Brush �

�
母父 Pine Bluff デビュー ２００６．９．３ 新潟８着

２００４．１．２０生 牝５鹿 母 Tennessee Girl 母母 Java Magic ２６戦３勝 賞金 ４５，７８４，０００円



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

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６０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
１５，８７０，０００円
２，５９０，０００円
２８，１５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５５，５６６，０００円
４，４６６，０００円
１，５８４，０００円

勝馬投票券売得金
４１０，７１８，１００円
５８８，４１０，４００円
４４２，３７８，３００円
１，７８４，１４３，８００円
１，１１８，９８８，５００円
４９２，４５６，０００円
１，９２４，０１４，６００円
４，０２１，６８９，２００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 １０，７８２，７９８，９００円

総入場人員 ４６，６１１名 （有料入場人員 ）




