
２６００１ ９月９日 曇 良 （１８中山４）第１日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０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

１：１０．９
１：１０．９

不良

不良

６１１ ハタノワイズ 牡２鹿 ５４ 小林 淳一 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 門別 有限会社グッド
ラック・ファーム ５０８－ ４１：１２．９ ９．３�

２３ � サウスヒューマー 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 米 WinStar
Farm, LLC ４７０＋ ４１：１３．８５ ３．８�

７１４� セクシーザムライ 牝２栗 ５４ 木幡 初広�コオロ 萱野 浩二 米 Payson
Stud Inc ４６８± ０ 〃 ハナ ２．１�

５９ � コスモハナコ 牝２栗 ５４ 中舘 英二 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 米 Brereton C. Jones
& Fred Trainor ４７８± ０１：１４．１２ １８．６�

３５ ベルモントガロップ 牡２鹿 ５４ 石神 深一 �ベルモントファーム 堀井 雅広 鵡川 ベルモント
ファーム ４６４－ ４１：１４．６３ ２８７．８�

１２ � ローザヴィー 牝２青鹿５４ 小野 次郎�ミルファーム 保田 一隆 三石 小林 嘉弘 ４３６－ ８ 〃 クビ ２０５．８�
３６ � ヤマタケフレッシュ 牡２鹿 ５４ 横山 義行山中 和子氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ４５２－ ２１：１４．７クビ ９４．９	
１１ � シベリアンバード 牡２鹿 ５４ 田中 勝春藤田与志男氏 柴崎 勇 米 Three Sis-

ter Stable ４６２－ ４ 〃 ハナ ４．８

８１５� テイエムスパーク 牡２栗 ５４ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 新冠 競優牧場 ５２６＋ ４１：１４．８	 ６９．２�
４７ マイネルファヴール 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４５６－ ２１：１５．１２ １２．０
７１３� リアルファンタジー 牝２鹿 ５４ 伊藤 直人�グランド牧場 水野 貴広 静内 グランド牧場 ４６２＋ ２１：１５．５２	 ３５６．０�
５１０� タグライディーン 牡２栗 ５４ 勝浦 正樹田口 廣氏 笹倉 武久 早来 田口 廣 ４３０－ ２１：１６．１３	 ２７９．７�
６１２ ネームアスター 牡２青鹿５４ 穂苅 寿彦市川不動産� 和田 正道 浦河 針生 寿美 ４４０± ０１：１６．９５ ７５．４�
２４ マストゥルージュ 牝２青鹿５４ 江田 照男上田 忠男氏 畠山 重則 静内 矢野牧場 ４５４－ ８１：１７．２１
 ３３３．１�
４８ �� ポーラエクスプレス 牝２栗 ５４ 川田 将雅 MOSパートナーシップ 戸田 博文 静内 坂本 健一 ４４２－ ６１：１７．８３	 １３１．１�
８１６ マ ト イ 牡２黒鹿５４ 南田 雅昭内藤 好江氏 奥平 真治 門別 川島 貞二 ３９６＋ ２１：１９．３９ ３７２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３９８，２００円 複勝： １８，２０４，３００円 枠連： １８，３５５，４００円

普通馬連： ７１，１３５，５００円 馬単： ６６，９９２，１００円 ワイド【拡大馬連】： １６，７３２，１００円

３連複： ８６，２６３，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２９４，０８１，３００円

払 戻 金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � １２０円 枠 連（２－６） １，９６０円

普通馬連 �� １，６４０円 馬 単 �� ４，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ３５０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６３９８２ 的中 � １３９３８（４番人気）
複勝票数 計 １８２０４３ 的中 � １７５５３（４番人気）� ３５８０４（２番人気）� ５５６０１（１番人気）
枠連票数 計 １８３５５４ 的中 （２－６） ６９４５（７番人気）
普通馬連票数 計 ７１１３５５ 的中 �� ３２１９７（６番人気）
馬単票数 計 ６６９９２１ 的中 �� １１７７７（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６７３２１ 的中 �� ７１１０（７番人気）�� １１２２０（４番人気）�� ２４１１４（１番人気）
３連複票数 計 ８６２６３７ 的中 ��� ５６７４７（２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．４―１２．８―１２．８―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．２―４７．０―５９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．１―３F３８．７
３ １１（３，１４）（１，１５）１２－９（６，５）（７，８，１６）（２，１０）－１３，４ ４ １１（３，１４）－１５，１（１２，９）（６，５，７）－（２，１０）－（１３，８，１６）４

勝馬の
紹 介

ハタノワイズ �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 Halo デビュー ２００６．８．２６ 新潟１０着

２００４．４．１１生 牡２鹿 母 ハタノヘイロー 母母 Holly North ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マストゥルージュ号・ポーラエクスプレス号・マトイ号は，平成１８年１０月９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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 アプローズヒーロー号・グランドアムール号・ケイアイサクセス号・ロイヤルクリーク号



２６００２ ９月９日 曇 良 （１８中山４）第１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
１：３３．４

良

良

３３ � ローズオットー 牝２鹿 ５４ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４７２－１０１：３４．６ ２．８�

１１ リネンフィールド 牝２栗 ５４ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 三石 平野牧場 ４６２－ ２１：３５．３４ ６．３�
５５ � マイネルブリアー 牡２黒鹿５４ 江田 照男 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 門別 田端牧場 ４８４－ ６１：３５．９３� １４．５�
７９ ニシノテンカ 牡２黒鹿５４ 内田 博幸西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４５０－ ２ 〃 クビ ６．０�

（大井）

２２ エターナルフラワー 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４７８－ ８１：３６．１１ ２１．５�

６７ � ギルティストライク 牡２黒鹿５４ 蛯名 正義 �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 ４７４＋ ４１：３６．３１ ３０．１	

７１０� エクレールブラン 牡２芦 ５４ 石橋 脩 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 
田 研二 静内 武岡牧場 ４６６－ ６１：３６．５１� ７８．８�

８１２ マスカットシチー 牝２栗 ５４ 西田雄一郎 �友駿ホースクラブ 笹倉 武久 静内 光丘牧場 ４４０＋ ２１：３７．０３ １５６．５�
５６ コスモウィザード 牡２黒鹿５４ 小野 次郎 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム ４３６＋ ４１：３７．１	 ２．６
６８ � ユーワロンシャン 牡２鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人 �ユーワライディング 和田 正道 門別 本間牧場 ４７０＋ ２１：３７．３１
 ２３９．３�
８１１� テンジンイナバウア 牝２鹿 ５４ 石神 深一�テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４３０＋ ６１：３７．４� ３０７．６�
４４ �� マイルハイシティー 牡２鹿 ５４ 中舘 英二山上 和良氏 菊川 正達 三石 城地 清満 ４７２－ ４１：３７．８２� ６２．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，０６７，７００円 複勝： ２３，８４２，２００円 枠連： ２０，６５１，２００円

普通馬連： ６６，８７９，１００円 馬単： ６８，０７８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，１７０，９００円

３連複： ８０，４６２，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２９５，１５１，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ２９０円 枠 連（１－３） ７８０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ７１０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ２，９９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８０６７７ 的中 � ５１１３０（２番人気）
複勝票数 計 ２３８４２２ 的中 � ６０２１２（２番人気）� ３６１８５（３番人気）� １６６７１（５番人気）
枠連票数 計 ２０６５１２ 的中 （１－３） １９６６２（４番人気）
普通馬連票数 計 ６６８７９１ 的中 �� ６５８７４（２番人気）
馬単票数 計 ６８０７８３ 的中 �� ４０３３４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７１７０９ 的中 �� １２８２１（５番人気）�� ５７４９（８番人気）�� ４５９７（１０番人気）
３連複票数 計 ８０４６２３ 的中 ��� １９９０１（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．４―４７．２―１：００．０―１：１２．０―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．６

３ ３，１０（１，２）（８，１２）（５，４，７）１１（９，６）
２
４

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

勝馬の
紹 介

�ローズオットー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００６．７．２３ 函館５着

２００４．２．２８生 牝２鹿 母 エリザベスローズ 母母 ノーベンバーローズ ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔制裁〕 マイルハイシティー号の騎手中舘英二は，発走後に外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６００３ ９月９日 曇 良 （１８中山４）第１日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・右）

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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

８１６� ロドリーバニヤン 牝３栗 ５４ 田中 勝春津村 靖志氏 宗像 義忠 浦河 小倉牧場 ４５０－ ６１：１２．８ ２．０�

５９ ベルモントアダマス 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �ベルモントファーム 鈴木 康弘 新冠 ベルモント
ファーム ４８４＋ ４１：１３．１１� ４．８�

３５ � ワイルドオーキッド 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 岩戸 孝樹 浦河 昭和牧場 ４６４－ ４１：１３．５２� ３５．０�

７１３ スイーツトラップ 牝３鹿 ５４
５２ △大野 拓弥 �カタオカファーム清水 英克 新冠 グリー牧場 ３８６－ ２ 〃 ハナ ９．２�

６１２ オンワードリリカ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ４７２＋ ２１：１４．０３ １３．６�
４８ � ダイワラファエル 牝３鹿 ５４ 内田 博幸大城 敬三氏 増沢 末夫 新冠 ハシモトフアーム ４８４＋ ４１：１４．３１� １７．１	

（大井）

２３ サ ル ー ル 牝３青鹿５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 田中 清隆 白老 白老ファーム ４７０＋ ６１：１４．６２ ７．０

５１０ アザミジョウ 牝３黒鹿５４ 小野 次郎河内 孝夫氏 柴田 政人 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４５０＋ ２１：１４．９２ ２９７．４�
６１１� ウエルアウェイ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二ディアレスト 田村 康仁 平取 広川牧場 ４５６－ ２１：１５．０クビ ２０．３�
３６ オンワードアリア 牝３栗 ５４ 郷原 洋司�オンワード牧場 郷原 洋行 浦河 オンワード牧場 ４８４＋ ８１：１５．３１� ２１０．９
７１４� ジャムセッション 牝３鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人 �サンデーレーシング 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４０２－ ４ 〃 クビ ５５．３�
１１ � エ ア バ ラ カ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４１４＋１０１：１５．４� １４２．２�
１２ ヤワタシルバー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊平岩 健一氏 高橋 裕 門別 木村牧場 ４８４＋ ２１：１５．８２� ４０．１�
８１５ スカーレットソナタ 牝３栗 ５４ 石神 深一�ターフ・スポート佐藤 吉勝 門別 幾千世牧場 ５１０－ ６ 〃 同着 １９０．８�
４７ ヨイチサフラン 牝３鹿 ５４ 石橋 脩加藤 興一氏 菅原 泰夫 青森 一山牧場 ４５６＋ ８１：１６．３３ ３１２．７�
２４ ティートドリーム 牝３栗 ５４ 土谷 智紀桜井 忠隆氏 古賀 慎明 苫小牧 藤沢 武雄 ４８４ ―１：１８．０大差 ３８９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９４０，８００円 複勝： ２２，３９９，５００円 枠連： ２５，４８４，０００円

普通馬連： ７５，９５０，４００円 馬単： ７６，４５３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３９５，５００円

３連複： ９０，４４９，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３２８，０７２，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ４３０円 枠 連（５－８） ４１０円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ９５０円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� ３，８８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６９４０８ 的中 � ７００８９（１番人気）
複勝票数 計 ２２３９９５ 的中 � ８３９０４（１番人気）� ４１８１２（２番人気）� ７４９４（８番人気）
枠連票数 計 ２５４８４０ 的中 （５－８） ４６９１０（１番人気）
普通馬連票数 計 ７５９５０４ 的中 �� １０５３１２（１番人気）
馬単票数 計 ７６４５３２ 的中 �� ７７８８７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３９５５ 的中 �� ２５６９５（１番人気）�� ４８３１（１１番人気）�� ２９１４（１９番人気）
３連複票数 計 ９０４４９０ 的中 ��� １７２０９（１３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．６―１２．７―１２．３―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３４．２―４６．９―５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３８．６
３ ・（９，１６）１３－（１２，１５）（７，１）５（３，１４，８）（６，１１，１０）－２＝４ ４ ・（９，１６）１３－１２（１，５）１５（３，８）１４－（７，６，１０）－１１，２＝４

勝馬の
紹 介

�ロドリーバニヤン �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 Marju デビュー ２００６．３．２６ 中山４着

２００３．３．２７生 牝３栗 母 ハニーウィラブユー 母母 Pasadena Lady ４戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティートドリーム号は，平成１８年１０月９日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 オンワードアリア号・スカーレットソナタ号・ヨイチサフラン号は，平成１８年１０月９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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エルトンクィーン号・リネンパーシャン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６００４ ９月９日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１８中山４）第１日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

３３ � オンワードタイタン 牡４黒鹿６０ 横山 義行�オンワード牧場 阿部 新生 新冠 高橋 忍 ４６８＋ ６３：１４．５ １．４�

２２ トップオブマーチ 牡４栃栗６０ 田中 剛棚網るみ子氏 嶋田 潤 門別 サンバマウン
テンファーム ４７０± ０３：１５．８８ ４４．１�

８１０� オンワードワンダー 牝４栗 ５８ 沢 昭典�オンワード牧場 沢 峰次 浦河 オンワード牧場 ４５２＋２０３：１６．２２� １４．２�
７８ � ベネディクタス 牡５栗 ６０ 林 満明 �ノースヒルズマネ

ジメント 福永 甲 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００－ ６ 〃 クビ １３．７�
１１ カオリリニア 牡４鹿 ６０ 穂苅 寿彦川畑 �司氏 伊藤 伸一 青森 大須賀牧場 ４９４－ ２３：１６．９４ ５．５	
５５ キングオブビースト 牡４栗 ６０ 宗像 徹ジョイ・レースホース� 中島 敏文 新冠 新冠橋本牧場 ４６２－ ２３：１７．６４ ２３．９

８９ � タイキヘリオス �７鹿 ６０ 金子 光希�大樹ファーム 坂本 勝美 米 Taiki Farm B４９６＋ ４３：１８．２３� １４．６�
６６ ブリュメール 牝６鹿 ５８ 平沢 健治岡田 牧雄氏 �田 研二 静内 岡田スタツド ４９８＋１２３：１８．５２ ４５．５
７７ シルクラスティ 牡５鹿 ６０

５７ ▲高野 和馬有限会社シルク谷原 義明 新冠 早田牧場新
冠支場 ４９６－ ２３：２０．７大差 １１９．４�

４４ ヒードザコール 牝４鹿 ５８ 五十嵐雄祐吉田 勝己氏 藤原 辰雄 早来 ノーザンファーム ４６０＋３２３：２３．４大差 ３６．８�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １４，０８５，２００円 複勝： ９，９５０，４００円 枠連： １８，６９８，２００円

普通馬連： ４７，０５９，４００円 馬単： ６２，１９８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １２，３８１，３００円

３連複： ７１，２５２，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２３５，６２５，３００円

払 戻 金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ４３０円 � １９０円 枠 連（２－３） １，７５０円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� １，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ２９０円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� ３，２８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４０８５２ 的中 � ８３４２７（１番人気）
複勝票数 計 ９９５０４ 的中 � ３８９７８（１番人気）� ３６５４（７番人気）� １１４１０（３番人気）
枠連票数 計 １８６９８２ 的中 （２－３） ７９１６（５番人気）
普通馬連票数 計 ４７０５９４ 的中 �� ２１３６２（５番人気）
馬単票数 計 ６２１９８６ 的中 �� ２５６３７（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２３８１３ 的中 �� ４８０９（７番人気）�� １２３７５（２番人気）�� １３９１（２１番人気）
３連複票数 計 ７１２５２２ 的中 ��� １６０７９（１２番人気）

上り １マイル １：４９．２ ４F ５３．０－３F ３９．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�オンワードタイタン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 カ ネ ミ ノ ブ デビュー ２００４．１１．１３ 東京９着

２００２．３．１０生 牡４黒鹿 母 オンワードオーク 母母 オンワードニレ 障害：２戦１勝 賞金 １１，９００，０００円
※ベネディクタス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２６００５ ９月９日 曇 良 （１８中山４）第１日 第５競走 ��１，６００�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

１：３３．４
１：３３．４

良

良

６１１� マイネディアマンテ 牝２鹿 ５４
５３ ☆吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 秋山 雅一 新冠 川上牧場 ４３２ ―１：３６．４ ４３．０�

４７ � サンタフェソレイユ 牝２栗 ５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４２６ ― 〃 クビ ４．５�
７１４� エムオーミラクル 牝２黒鹿５４ 川田 将雅大浅 貢氏 久保田貴士 門別 門別牧場 ４４４ ―１：３６．５クビ １０．０�
２３ � ホッカイトーラス 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義�北海牧場 土田 稔 門別 北海牧場 ４３０ ―１：３６．６� １４．１�
５１０ ケイアイフェザー 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝亀田 守弘氏 鈴木 康弘 新冠 武田牧場 ４７８ ―１：３６．８１� ３．６�
５９ � カクテルガール 牝２芦 ５４ 木幡 初広千葉 茂氏 高橋 裕 門別トヨサトアライファーム ４４６ ―１：３６．９� ９．３	
２４ ケルティックハープ 牝２栗 ５４ 柴田 善臣ジョイ・レースホース� 松山 康久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０ ―１：３７．１１� ３．９

１１ � タケデンシルヴァン 牝２芦 ５４ 勝浦 正樹武市 弘氏 高橋 義博 新冠 新冠橋本牧場 ４１６ ―１：３７．２� ９６．３�
１２ アンブルソレール 牝２芦 ５４ 吉田 豊柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４６４ ―１：３７．４１� １６７．３�
８１５ ルージュセレクト 牝２黒鹿５４ 村田 一誠三枝 栄二氏 中野 栄治 新冠 小泉 学 ４６０ ―１：３７．５クビ １６０．４
４８ � トーセンダッシュ 牝２栗 ５４ 江田 照男島川 �哉氏 中野 栄治 浦河 金成吉田牧場 ４８２ ― 〃 クビ １４．８�
３５ � スイートスティッチ 牝２青鹿５４ 郷原 洋司シンボリ牧場 郷原 洋行 静内 シンボリ牧場 ４５８ ―１：３７．９２� ５５．１�
３６ ヒューマンウーマン 牝２鹿 ５４ 柄崎 将寿�三枝牧場 柄崎 孝 浦河 三枝牧場 ４２０ ―１：３８．３２� ２３５．４�
８１６ ハタノプラウド 牝２鹿 ５４ 小林 淳一 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 門別 有限会社グッド

ラック・ファーム ４８６ ―１：３８．５１� ９１．９�
７１３ ワンモアキッス 牝２青鹿５４ 田中 勝春森 保彦氏 栗田 博憲 静内 曾田農園 ４３８ ―１：３９．１３� １６．０�
６１２� マルサンサプライズ 牝２栗 ５４

５２ △大野 拓弥松井三千年氏 谷原 義明 三石 斉藤スタッド ４７４ ―１：３９．４１� ５３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，２４８，５００円 複勝： １８，５７５，１００円 枠連： ３０，６８５，０００円

普通馬連： ７２，７２１，５００円 馬単： ６９，３９４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，１２９，８００円

３連複： ９１，０４９，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３１７，８０３，５００円

払 戻 金

単 勝 � ４，３００円 複 勝 � １，０４０円 � ２１０円 � ２８０円 枠 連（４－６） ４，４００円

普通馬連 �� １６，１１０円 馬 単 �� ５１，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，７６０円 �� ５，７３０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ３８，９６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８２４８５ 的中 � ３３４６（９番人気）
複勝票数 計 １８５７５１ 的中 � ３７８６（１０番人気）� ２７６２９（３番人気）� １８２５６（４番人気）
枠連票数 計 ３０６８５０ 的中 （４－６） ５１５３（１３番人気）
普通馬連票数 計 ７２７２１５ 的中 �� ３３３３（３６番人気）
馬単票数 計 ６９３９４２ 的中 �� ９８８（８３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７１２９８ 的中 �� １０９７（３６番人気）�� ７１４（４４番人気）�� ５４４７（８番人気）
３連複票数 計 ９１０４９４ 的中 ��� １７２５（８６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．８―１２．１―１２．３―１２．５―１２．２―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．３―３６．４―４８．７―１：０１．２―１：１３．４―１：２４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．２

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

勝馬の
紹 介

�マイネディアマンテ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

２００４．３．２９生 牝２鹿 母 プリンセスエイブル 母母 メインディッシュ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ハタノプラウド号の騎手小林淳一は，２コーナーで内側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 カヤドーアズーロ号・スプリングレリア号・ビカムアレジェンド号・ボレロビート号・マザーピクシー号



２６００６ ９月９日 晴 良 （１８中山４）第１日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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

７１２ ファイトスター 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �ノースヒルズマネ
ジメント 清水 利章 門別 出口牧場 B５７２＋ ２１：５５．５ ２．８�

８１３� ビービーファング 牡３鹿 ５６ 小野 次郎�坂東牧場 柴田 政人 平取 高橋 啓 ４６６＋ ２１：５６．５６ ２．７�
４６ � チャンストゥウィン 牡３栗 ５６ 吉田 豊永田 清男氏 谷原 義明 三石 中橋 清 B４９４± ０１：５６．９２� ５．９�
４５ � メジログレイブス 牡３栗 ５６

５４ △大野 拓弥�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４１４－１２１：５７．０� ２２．８�
６９ アフリートバッハ 牡３栗 ５６ 内田 博幸小川 直司氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４５２± ０１：５７．３１� ５．０�

（大井）

３４ � マイティマイン 牡３黒鹿５６ 南田 雅昭誓山 正伸氏 南田美知雄 様似 清水 誠一 ４４２＋ ６１：５７．７２� ２３．５�
８１４ オンワードジョイ 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 博康	オンワード牧場 加藤 和宏 浦河 オンワード牧場 ４６６－１４１：５８．１２� ４３８．６

２２ � バブルケット 牡３青鹿５６ 江田 照男森田 一夫氏 大和田 稔 門別 長谷川牧場 ４６０－ ８１：５８．２� １８４．０�
３３ シェブロンシチー 牡３黒鹿５６ 嘉藤 貴行 	友駿ホースクラブ 佐藤 吉勝 静内 光丘牧場 B４６６± ０１：５８．４１� ９５．７�
７１１ ロードポラリス �３鹿 ５６

５５ ☆吉田 隼人 	ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム ４５２＋ ４２：００．０１０ ３５．４
５８ カミノコンコルド 牡３芦 ５６ 小林 淳一山川雅貴子氏 沢 峰次 青森 長谷地 義正 ４６０＋ ４２：０１．６１０ １３８．５�
６１０ ヒーローオブタイム 牡３鹿 ５６ 中舘 英二 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 浦河 帰山 清貴 ４９４＋ ６２：０２．５５ ２２７．９�
１１ エ ド ッ コ 牡３黒鹿５６ 池田 鉄平新井原 博氏 西塚 安夫 三石 加野牧場 ４６０ ―２：０５．２大差 １９１．４�

（１３頭）
５７ � ツヴィンガー 牡３栗 ５６ 蛯名 正義大河内一権氏 国枝 栄 静内 岡田スタツド ４８４－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １６，９７３，２００円 複勝： １７，７４７，２００円 枠連： ２５，３９０，８００円

普通馬連： ６３，４８９，０００円 馬単： ６８，５４０，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０８４，１００円

３連複： ７５，６７４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２８４，８９９，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １１０円 � １００円 � １５０円 枠 連（７－８） ２８０円

普通馬連 �� ２７０円 馬 単 �� ６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ２９０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ５１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １６９７３２（返還計 ４６９４） 的中 � ４８６５８（２番人気）
複勝票数 差引計 １７７４７２（返還計 ８８９４） 的中 � ４３７０９（２番人気）� ６０９４３（１番人気）� ２１４１６（４番人気）
枠連票数 差引計 ２５３９０８（返還計 ２６１） 的中 （７－８） ６７２４６（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ６３４８９０（返還計 ７３２８１） 的中 �� １７６９２９（１番人気）
馬単票数 差引計 ６８５４０４（返還計 ７３５１０） 的中 �� ８４４６８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １７０８４１（返還計 １９３６６） 的中 �� ３７５４２（１番人気）�� １２３３６（４番人気）�� １４６９６（３番人気）
３連複票数 差引計 ７５６７４７（返還計１６９２６１） 的中 ��� １０９７９７（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１３．０―１３．２―１２．５―１２．７―１２．８―１２．９―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３７．５―５０．７―１：０３．２―１：１５．９―１：２８．７―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．６
１
３
６－１０（１３，１２）（２，３，５，８）－（１，４，１１）９＝１４
６（１３，１２）（５，９）－（２，８）４（１０，３）－１１，１，１４

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

勝馬の
紹 介

ファイトスター �
�
父 タバスコキャット �

�
母父 Danzig デビュー ２００６．４．１６ 中山２着

２００３．４．３０生 牡３鹿 母 ブライドウッド 母母 Braiswick ７戦１勝 賞金 １２，２５０，０００円
〔競走除外〕 ツヴィンガー号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードポラリス号・カミノコンコルド号・ヒーローオブタイム号・エドッコ号は，平成１８年１０月９日ま

で平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 シェブロンシチー号は，平成１８年１０月９日まで平地競走に出走できない。
※チャンストゥウィン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６００７ ９月９日 晴 良 （１８中山４）第１日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

６１２� メジロクロフォード 牡３鹿 ５６ 小野 次郎�メジロ牧場 菅原 泰夫 青森 オオタ牧場 ５０４－ ６２：００．７ ６４．９�

６１１ キャッチータイトル 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４９２－ ２ 〃 ハナ ６．７�
４８ タ ー キ ー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸青山 洋一氏 田村 康仁 門別 下河辺牧場 ４２０－ ２２：０１．４４ ６．２�

（大井）

１１ �� コスモスコヴィル 牡３鹿 ５６ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 沢 峰次 門別 白瀬 明 ４５２＋ ６２：０１．５� ４５．４�
２４ � オンワードアミラル 牡３芦 ５６ 武士沢友治�オンワード牧場 保田 一隆 浦河 オンワード牧場 ４９６± ０ 〃 クビ １９．６�
１２ マルタカマリア 牝３鹿 ５４ 横山 典弘高橋 義和氏 勢司 和浩 千歳 エクセレンス

ファーム ４４８＋ ６２：０１．９２� １５．６	
５９ ナムラクック 牡３黒鹿５６ 中舘 英二奈村 信重氏 田村 康仁 門別 野島牧場 ４７６＋ ７２：０２．２１	 １６．９

７１３�� コスモタック 牡３栗 ５６ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 中野 隆良 静内 見上牧場 ４５６＋ ８ 〃 クビ ７７．８�
３５ 
 ナチュラルウェーブ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Tower

Bloodstock B４５６± ０２：０２．３	 ６．５�
２３ � レイトスプリング 牡３栗 ５６ 田中 勝春臼田 浩義氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ５４２＋ ４２：０２．８３ ８．９
４７ マイネルアモーリオ 牡３栗 ５６ 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新冠 コスモビューファーム B５３０－ ２２：０３．０１� ５．７�
８１７ ダイワレイピア 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４５６＋ ６２：０３．４２� ２７０．０�
８１８ ダイワクルーザー 牡３栗 ５６

５５ ☆吉田 隼人大城 敬三氏 嶋田 功 浦河 川崎 清 ４４０－ ６ 〃 ハナ １９５．２�
８１６� カゼノコウテイ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 門別 槇本牧場 ４５６＋ ２２：０４．０３� ５３．７�
５１０
 タイキレーザー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�大樹ファーム 土田 稔 愛 H and Y

Bloodstock Co ４２８＋ ６ 〃 クビ ４．１�
７１５� ニシノルージュ 牝３黒鹿５４ 江田 勇亮西山 茂行氏 河野 通文 鵡川 西山牧場 ４８８ ―２：０５．０６ ２２７．３�
３６ � ス プ ラ ウ ト 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 萱野 浩二 静内 畠山牧場 ４４８＋ ６２：０５．１	 ２５６．９�
７１４ トーホーレジェンド 牡３鹿 ５６ 南田 雅昭久保 哲朗氏 南田美知雄 門別 出口牧場 ４４０＋ ２２：０５．９５ ６３５．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，０５４，９００円 複勝： ２５，３２２，１００円 枠連： ３２，８５５，９００円

普通馬連： ９８，８７４，３００円 馬単： ７９，１０４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，２１０，５００円

３連複： １１４，５０６，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３９１，９２８，２００円

払 戻 金

単 勝 � ６，４９０円 複 勝 � １，２２０円 � ２８０円 � ２６０円 枠 連（６－６） １２，９３０円

普通馬連 �� １５，５５０円 馬 単 �� ３３，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１９０円 �� ５，０３０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ３７，３６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８０５４９ 的中 � ２１９５（１２番人気）
複勝票数 計 ２５３２２１ 的中 � ４５２９（１２番人気）� ２６１５１（５番人気）� ２９１１８（４番人気）
枠連票数 計 ３２８５５９ 的中 （６－６） １８７６（２９番人気）
普通馬連票数 計 ９８８７４３ 的中 �� ４６９３（４３番人気）
馬単票数 計 ７９１０４２ 的中 �� １７６５（９１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３２１０５ 的中 �� １７６６（３９番人気）�� １１１０（５７番人気）�� ５７４１（１０番人気）
３連複票数 計１１４５０６３ 的中 ��� ２２６２（１１１番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．４―１２．２―１２．７―１２．８―１２．７―１１．５―１１．５―１１．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．５―３５．７―４８．４―１：０１．２―１：１３．９―１：２５．４―１：３６．９―１：４８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．８―３F３５．３
１
３

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

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

�メジロクロフォード �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００５．１１．２７ 東京７着

２００３．４．２２生 牡３鹿 母 メジロダルメシアン 母母 メジロチエイサー ５戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 キャッチータイトル号の騎手後藤浩輝は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノルージュ号・スプラウト号・トーホーレジェンド号は，平成１８年１０月９日まで平地競走に出

走できない。
〔３走成績による出走制限〕 ダイワレイピア号・スプラウト号は，平成１８年１０月９日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６００８ ９月９日 晴 良 （１８中山４）第１日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５５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

８１５�� ヒ シ バ ト ル 牡４鹿 ５７ 川田 将雅阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 浦河 中村 敏明 ４５０－ ８１：５４．７ ６．３�

２２ �� トーセンベルボーイ 牡４芦 ５７ 内田 博幸島川 �哉氏 栗田 博憲 新冠 新冠橋本牧場 ４７６＋ ２１：５５．４４ ２．０�
（大井）

３５ � ワンダータイキ 牡５青鹿５７ 後藤 浩輝山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４６２＋ ２１：５５．７２ ４．１�
５８ シベリアンライオン 牡４芦 ５７ 石神 深一藤田与志男氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ４９２－１０１：５５．９１� １９．７�
４７ �� セイカモリオカ 牡５栗 ５７ 小林 淳一吉田 逑史氏 清水 英克 青森 宮崎牧場 ４６４＋ ２１：５６．０� ７６．８�
５９ � ジェネスタキオン 牝３芦 ５２ 蛯名 正義山口 真吾氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４７２－ ６１：５６．３１	 １４．９�
１１ �� テンジンダイカグラ 牡３栗 ５４ 木幡 初広	テンジン 矢野 照正 浦河 酒井 源市 ４７６－ ４１：５６．４	 １６．５

７１３� マイネルコレドール 牡３鹿 ５４ 江田 照男 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 浦河 北俣 光浩 B４９６＋ ２１：５６．５クビ ６６．８�
７１２ マイネルカルディア 牡３鹿 ５４ 吉田 豊 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 坂本 勝美 静内 マギーファーム B４７０± ０１：５６．８１	 ８．９�
８１４� ミラクルスナーク 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮杉本仙次郎氏 佐藤 全弘 新冠 中地 康弘 ５１６－ ８１：５７．３３ ２７４．６
６１１� アンビリーバブル 
５青 ５７ 勝浦 正樹戸佐 眞弓氏 藤原 辰雄 門別 広富牧場 ４７６－ ６１：５７．５１ １３９．７�
２３ スズカイーグル 牡３栗 ５４ 小野 次郎永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ５００＋ ４ 〃 ハナ １２０．７�
４６ グローリアスゲスト 牡４黒鹿 ５７

５５ △大野 拓弥鈴木 芳夫氏 鈴木 勝美 静内 ビツグレツドフアーム ４８６＋ ８１：５８．２４ ４２７．１�
３４ �� トーセンビューティ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩島川 �哉氏 佐々木亜良 新冠 小泉牧場 ４４４＋ ４２：０２．０大差 ２８７．７�
６１０�� ストーミーラッシュ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 古賀 史生 浦河 赤田牧場 ５１４－１８ （競走中止） １７０．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，３８７，０００円 複勝： ２７，８２７，１００円 枠連： ３５，４３０，７００円

普通馬連： １１５，４５３，７００円 馬単： １１４，７０７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，８５２，５００円

３連複： １３６，９５９，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４８１，６１８，５００円

払 戻 金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １９０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（２－８） ７９０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� ２，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ５００円 �� １９０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４３８７０ 的中 � ３０６５７（３番人気）
複勝票数 計 ２７８２７１ 的中 � ２６５３２（３番人気）� １０６５５２（１番人気）� ４３９９６（２番人気）
枠連票数 計 ３５４３０７ 的中 （２－８） ３３４８４（５番人気）
普通馬連票数 計１１５４５３７ 的中 �� １１５０１１（２番人気）
馬単票数 計１１４７０７６ 的中 �� ３７８１０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６８５２５ 的中 �� １８４６５（３番人気）�� １１２８４（７番人気）�� ４３２９７（１番人気）
３連複票数 計１３６９５９９ 的中 ��� ９５５２９（２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１２．６―１２．９―１３．４―１３．２―１２．５―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３７．０―４９．９―１：０３．３―１：１６．５―１：２９．０―１：４１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．２
１
３
４－１５（２，１４）（９，１１）（１，１２）（６，７）１３（５，８，１０）－３
１５（２，１４）（４，１１）（９，７，１２）（１，１３）（８，５）（６，３）

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

勝馬の
紹 介

�
�
ヒ シ バ ト ル �

�
父 キングヘイロー �

�
母父 ノーザンテースト

２００２．４．１４生 牡４鹿 母 ヒシワンダー 母母 リアルストリート ８戦１勝 賞金 ９，４４０，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

〔競走中止〕 ストーミーラッシュ号は，競走中に疾病〔左第１趾骨粉砕骨折〕を発症したため１コーナーで競走中止。
〔その他〕 トーセンビューティ号は，競走中に疾病〔右第１趾関節脱臼〕を発症。なお，同馬は予後不良。
〔３走成績による出走制限〕 ミラクルスナーク号は，平成１８年１０月９日まで平地競走に出走できない。
※ジェネスタキオン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６００９ ９月９日 晴 良 （１８中山４）第１日 第９競走 ��
��１，２００�

し お ど め

汐 留 特 別
発走１４時３０分 （芝・右・外）

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

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

３６ ベルモントピノコ 牝４黒鹿５５ 穂苅 寿彦 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ４９０＋２０１：０８．２ ２６．１�

１２ ブライティアベスト 牝４鹿 ５５ 田中 勝春小林 昌志氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド ４３８＋２０ 〃 クビ １３０．３�
６１１ クリノジャンファン 牡３栗 ５５ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 海馬澤 誠治 ４３６－１０ 〃 アタマ １７０．２�
１１ � ダイワブレード 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４８２－ ６１：０８．３クビ ５．５�
６１２ シルクアヴァロン 牡３栗 ５５ 川田 将雅有限会社シルク大久保龍志 静内 見上牧場 ４６４－１０ 〃 クビ １２．６�
２４ � スプリングタピアン 牝４栗 ５５ 石橋 脩加藤 春夫氏 上原 博之 三石 折手牧場 ４７２± ０ 〃 アタマ ４．２�
５９ タイセイハニー 牝３芦 ５３ 内田 博幸田中 成奉氏 菊川 正達 三石 前川 正美 ４７４＋ ４１：０８．４クビ ４．０	

（大井）

３５ �	 オリエンタルローズ 牝３鹿 ５３ 西田雄一郎棚網るみ子氏 沢 峰次 門別 木村牧場 B４４２＋ ４１：０８．５
 １５８．７

８１６�� キョクイチテキサス 牝３鹿 ５３ 小野 次郎深野 茂雄氏 西塚 安夫 門別 細川牧場 ４８０－ ４ 〃 クビ ９６．５�
７１３�	 マ シ ー ン 牡３鹿 ５５ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 門別 柏台牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ２６．９�
８１５ ライフゴーズオン 牡３黒鹿５５ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 田 研二 静内 三木田 頼嗣 ４７４－ ４１：０８．６
 ２０．３�
５１０� アイラブマキシマム 牝４栗 ５５ 横山 典弘保谷フミ子氏 奥平 真治 新冠 守矢牧場 ４７６－１０１：０８．７
 ８．６�
４７ � ジャックハヤブサ 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥�千早クラブ 伊藤 正徳 三石 ケイアイフアーム ４１８＋ ６１：０８．８
 １３８．０�
４８ �� フサイチジュノー 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣関口 房朗氏 宗像 義忠 愛 Bemak ４８６＋ ８１：０８．９� ４．６�
２３ � クールベット 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人中村 祐子氏 田子 冬樹 えりも 上島牧場 ４５６－ ８１：０９．０クビ ７７．４�
７１４ ニシノピクチャー 牝５鹿 ５５ 木幡 初広西山 茂行氏 石毛 善彦 鵡川 西山牧場 ４７４－ ８１：０９．１� ２８８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，８７５，３００円 複勝： ４２，０８８，９００円 枠連： ４０，５７４，４００円

普通馬連： １６６，８５６，３００円 馬単： １２３，４３３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，４４３，７００円

３連複： １３５，１３８，９００円 ３連単： ３３６，５６７，４００円 計： ９０４，９７８，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２，６１０円 複 勝 � ８８０円 � ３，３９０円 � ５，１３０円 枠 連（１－３） ７，２７０円

普通馬連 �� １４６，７７０円 馬 単 �� ２９７，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３，１８０円 �� ３７，４９０円 �� ７２，９７０円

３ 連 複 ��� １，２９５，２３０円 ３ 連 単 ��� １６，５５９，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２５８７５３ 的中 � ７８２８（８番人気）
複勝票数 計 ４２０８８９ 的中 � １３２７９（８番人気）� ３１９６（１３番人気）� ２１００（１５番人気）
枠連票数 計 ４０５７４４ 的中 （１－３） ４１２２（２３番人気）
普通馬連票数 計１６６８５６３ 的中 �� ８３９（９５番人気）
馬単票数 計１２３４３３５ 的中 �� ３０６（１７８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４４４３７ 的中 �� ３６６（９１番人気）�� ２２６（１０６番人気）�� １１６（１１６番人気）
３連複票数 計１３５１３８９ 的中 ��� ７７（４７２番人気）
３連単票数 計３３６５６７４ 的中 ��� １５（３２０９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１０．９―１１．４―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．２―４４．６―５６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３５．０
３ ６（２，１４）（９，８，１５）（１，５，４，１６）１３（３，１２）－１１，１０，７ ４ ６（２，１４）（１，９，８）（４，１５，１３）（５，１２，１６）３，１１，１０－７

勝馬の
紹 介

ベルモントピノコ �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 スターオブコジーン デビュー ２００４．１２．１８ 中山２着

２００２．４．１１生 牝４黒鹿 母 スターリーナイト 母母 ウィシングフォーアスター １２戦２勝 賞金 ２３，５１４，０００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 ドリームキセキ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６０１０ ９月９日 晴 良 （１８中山４）第１日 第１０競走 ��
��２，０００�

し ろ い

白 井 特 別
発走１５時０５分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，１７．９．１０以降１８．９．３まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

白井市長賞（１着）
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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

２２ � チ ョ ウ サ ン 牡４鹿 ５７．５ 横山 典弘長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４９６＋ ２２：０２．３ ２．８�

８９ ピサノパテック 牡４栗 ５６ 内田 博幸市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ４９２－１０２：０２．６１� ４．１�
（大井）

７７ アクトナチュラリー 牡７栗 ５６ 石橋 脩臼田 浩義氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６４± ０ 〃 クビ ２８．７�
７８ � ウインクルセイド 牡４鹿 ５７ 中舘 英二�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４７０＋ ２ 〃 アタマ ４．１�
３３ ペネトレーター 牡５黒鹿５５ 吉田 隼人伊達 秀和氏 伊藤 伸一 門別 サンシャイン

牧場 ４８６± ０２：０２．８１� １７．１�
８１０� アポロイレヴン 牡５鹿 ５３ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４４８－ ２ 〃 クビ ４５．２	
５５ エレアシチー 牝５鹿 ５４ 後藤 浩輝 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 門別 井本 文雄 ４５２＋ ４ 〃 ハナ ６．９

１１ ディーエスハリアー 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４６０－ ４２：０２．９クビ １１．６�
４４ サイレントアスク 牝５栗 ５５ 田中 勝春�ティーエイチ 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４８０＋１８ 〃 クビ ２４．８�
６６ �	 レッドスターライト 牝４鹿 ５２ 大西 直宏 �社台レースホース松山 康久 追分 追分ファーム ４５０± ０２：０３．０クビ ４８．４

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３１，４５６，４００円 複勝： ４３，８０７，１００円 枠連： ３６，５５２，７００円

普通馬連： １７６，８９６，４００円 馬単： １３２，３７７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，２１７，２００円

３連複： １２９，４０５，６００円 ３連単： ３９３，４２１，８００円 計： ９７９，１３４，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ４５０円 枠 連（２－８） ５１０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ９３０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ３，５５０円 ３ 連 単 ��� １２，４８０円

票 数

単勝票数 計 ３１４５６４ 的中 � ８９６９７（１番人気）
複勝票数 計 ４３８０７１ 的中 � １１５３９６（１番人気）� ７９７２９（３番人気）� １６９５５（８番人気）
枠連票数 計 ３６５５２７ 的中 （２－８） ５３８１８（２番人気）
普通馬連票数 計１７６８９６４ 的中 �� ２０７６２０（２番人気）
馬単票数 計１３２３７７７ 的中 �� ８６２２５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５２１７２ 的中 �� ３７５５４（２番人気）�� ８７０２（１２番人気）�� ６１０９（１８番人気）
３連複票数 計１２９４０５６ 的中 ��� ２６９６４（１３番人気）
３連単票数 計３９３４２１８ 的中 ��� ２３２６７（３７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１２．８―１３．２―１２．９―１２．８―１２．５―１１．７―１１．０―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．２―３７．０―５０．２―１：０３．１―１：１５．９―１：２８．４―１：４０．１―１：５１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．４―３F３３．９
１
３
２，６（７，８）（４，１０）３－１，９－５・（２，６，８）（７，３，１０）（４，９）１，５

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

勝馬の
紹 介

�チ ョ ウ サ ン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００４．１２．１２ 中山６着

２００２．２．１８生 牡４鹿 母 ステイヤング 母母 マイプロフィール １３戦４勝 賞金 ６８，３４８，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６０１１ ９月９日 晴 良 （１８中山４）第１日 第１１競走 ��
��１，８００�

し お ん

紫苑ステークス
発走１５時４０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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

８１４ サンドリオン 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �ノースヒルズマネ
ジメント 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６８＋ ２１：４７．２ ５．６�

５９ � キープユアスマイル 牝３栗 ５４ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４１４＋ ８ 〃 クビ ５２．０�
２２ アイスドール 牝３栗 ５４ 江田 照男 �サンデーレーシング 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４３６± ０１：４７．４１� ５．８�
５８ オリオンオンサイト 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣日浦 桂子氏 矢作 芳人 新冠 早田牧場新

冠支場 ４６８－ ２１：４７．５� ３．３�
３５ �	 ケンブリッジマイア 牝３栃栗５４ 木幡 初広中西 宏彰氏 森 秀行 早来 ノーザンファーム B４５０＋１２ 〃 クビ １９７．９�
８１５� マイネサンサン 牝３黒鹿５４ 吉田 豊 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 谷原 義明 新冠 ビッグレッドファーム ４５６＋ ２１：４７．６
 １２．９

４７ ジョウノエリザベス 牝３栗 ５４ 鹿戸 雄一小川 義勝氏 藤沢 和雄 門別 三城牧場 ４５６－ ４１：４７．７� １５．２�
４６ 	 マイネトップレディ 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 郷原 洋行 えりも 上島牧場 ４７２＋ ６１：４７．８
 ７９．８�
７１２	 マイネジャーダ 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 白老 白老ファーム ４８２＋１６１：４７．９
 １２．０
６１１ シ ャ ラ ポ ワ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘堤 賢一氏 堀 宣行 門別 下河辺牧場 B４７０＋１２１：４８．１１� ３５．１�
７１３�	 コスモプラチナ 牝３鹿 ５４ 内田 浩一 �ビッグレッドファーム 宮 徹 門別 荒井ファーム ４１２－１４１：４８．５２
 １９．３�
３４ 	 ユメノオーラ 牝３鹿 ５４ 小野 次郎岩� 正志氏 川村 禎彦 浦河 田中スタッド ４３６－ ２１：４８．７１� ４１．２�
２３ �	 クリノスペシャル 牝３青鹿５４ 蛯名 正義栗本 博晴氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４７４－ ８１：４９．０２ ７２．９�
６１０� チャームアスリープ 牝３栗 ５４ 内田 博幸山口 美樹氏 佐藤 賢二 新冠 村田牧場 ４７０－ ５１：４９．４２
 ７．９�

（船橋） （大井）

１１ � ユ ー ロ ペ 牝３青鹿５４ 中舘 英二伊達 秀和氏 高松 邦男 門別 サンシャイン
牧場 ４２８＋ ４１：５５．１大差 １０．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５１，３６４，２００円 複勝： ７１，４５０，１００円 枠連： ８３，６４６，６００円

普通馬連： ４２８，１９８，９００円 馬単： ２７０，０３９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ７８，７７６，０００円

３連複： ３４５，６３３，３００円 ３連単： ７８８，３４０，４００円 計： ２，１１７，４４９，１００円

払 戻 金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２５０円 � １，２４０円 � ２００円 枠 連（５－８） ６２０円

普通馬連 �� ２１，３２０円 馬 単 �� ２６，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，３７０円 �� １，０２０円 �� ４，６８０円

３ 連 複 ��� ４４，５２０円 ３ 連 単 ��� ３１１，４６０円

票 数

単勝票数 計 ５１３６４２ 的中 � ７２４７０（２番人気）
複勝票数 計 ７１４５０１ 的中 � ８２２９９（３番人気）� １１８２８（１２番人気）� １０９５７０（２番人気）
枠連票数 計 ８３６４６６ 的中 （５－８） １００１８５（１番人気）
普通馬連票数 計４２８１９８９ 的中 �� １４８２５（５６番人気）
馬単票数 計２７００３９６ 的中 �� ７４９２（８５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７８７７６０ 的中 �� ２９７６（６４番人気）�� １９８８７（８番人気）�� ４０６５（５４番人気）
３連複票数 計３４５６３３３ 的中 ��� ５７３０（１２８番人気）
３連単票数 計７８８３４０４ 的中 ��� １８６８（８１３番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．５―１１．３―１１．９―１３．０―１２．８―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．１―３４．６―４５．９―５７．８―１：１０．８―１：２３．６―１：３５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

サンドリオン �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．３．１９ 阪神６着

２００３．５．１５生 牝３鹿 母 シネマスコープ 母母 ブルーハワイ ５戦３勝 賞金 ３３，０７８，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユーロペ号は，平成１８年１０月９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 ジェネスタキオン号・ショウナンアルス号・シンハルカジョウ号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりサンドリオン号・キープユアスマイル号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２６０１２ ９月９日 晴 良 （１８中山４）第１日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１５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

８１５ グリーンアラモード 牡３鹿 ５５
５４ ☆吉田 隼人 �グリーンファーム 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５５６＋１０１：１１．７ ２５．３�

７１４� トーホウカウンター 牝３栗 ５３ 横山 典弘東豊物産� 戸田 博文 浦河 吉田 隆 ４５２＋１０１：１２．０１� ４．０�
３５ ナカヤマパラダイス 牡３鹿 ５５ 内田 博幸和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 静内 北洋牧場 ４７８＋１４ 〃 クビ ２．１�

（大井）

１２ 	 シンボリツヨシ 
７鹿 ５７ 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 千葉 シンボリ牧場 ４７４－ ４１：１２．２１ １３．５�
４８ オンシジューム 牝３栗 ５３

５１ △大野 拓弥 �キャロットファーム 秋山 雅一 白老 白老ファーム B４４０＋ ４ 〃 ハナ ２５．４�
５９ 	 アルファルド 牝５青鹿５５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４７４＋１０１：１２．４１� ２９．０	
７１３� スカーリイベイビー 牝４鹿 ５５ 穂苅 寿彦櫻井 正氏 和田 正道 米 Sez Who Thor-

oughbreds ４５８＋ ８１：１２．７２ １４．５

５１０� ワンズカード 牡４鹿 ５７ 川田 将雅深澤陽一郎氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４７２－ ２１：１２．８ ４４．８�
３６ 	 デピュティジャパン 牡４栗 ５７ 高山 太郎関 駿也氏 佐藤 全弘 宮城 関兵牧場 ４９０± ０１：１３．１１� ２０６．２�
２４ � ビートザディーラー 牡３青鹿５５ 柴田 善臣 �グリーンファーム 加藤 征弘 米 Patricia

Youngman ４４４＋ ４１：１３．２ ２４．９
１１ � グランドブルー 
５鹿 ５７ 石橋 脩石川 儀治氏 菅原 泰夫 新冠 山岡ファーム ４３０－ ４１：１３．３クビ ３０５．３�
４７ 	 セイフクシェーバー 牝３鹿 ５３ 勝浦 正樹石坂 正弘氏 星野 忍 浦河 北俣牧場 ４４８－ ２１：１３．５１� ２０２．５�
８１６�	 サキノリュウオー 牡４鹿 ５７ 江田 照男�原 富夫氏 大和田 稔 三石 信田牧場 ４７８－ ２１：１３．８２ ６．８�
２３ オーデコロン 牝３黒鹿５３ 村田 一誠 �ローレルレーシング 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４９０＋ ２１：１４．１１� ５１．６�
６１２� ボストンキコウシ 牡３鹿 ５５ 吉永 護ボストンホース� 松山 康久 米 David E.

Hager, II B４９０＋ ６ 〃 クビ ６６．３�
６１１�	 ナイトカラノテガミ 牡４鹿 ５７

５４ ▲佐藤 聖也千田 幸信氏 阿部 新生 米 Jayeff B
Stables ５０２＋ ６１：１４．２クビ ３６３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，１９９，３００円 複勝： ３８，７３０，０００円 枠連： ５３，１９０，１００円

普通馬連： １７８，４８５，５００円 馬単： １４０，３７６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，１０５，７００円

３連複： １５６，０７６，７００円 ３連単： ３９０，１５９，４００円 計： １，０３１，３２３，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２，５３０円 複 勝 � ４５０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（７－８） ６２０円

普通馬連 �� ２，７１０円 馬 単 �� ８，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ８３０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ２，０６０円 ３ 連 単 ��� ２４，１３０円

票 数

単勝票数 計 ３３１９９３ 的中 � １０３６１（７番人気）
複勝票数 計 ３８７３００ 的中 � １４２０６（８番人気）� ８２１８９（２番人気）� １０４２４５（１番人気）
枠連票数 計 ５３１９０１ 的中 （７－８） ６３６４６（３番人気）
普通馬連票数 計１７８４８５５ 的中 �� ４８７０９（９番人気）
馬単票数 計１４０３７６５ 的中 �� １１５８９（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１１０５７ 的中 �� １０００２（１０番人気）�� １０５９２（９番人気）�� ６６３７８（１番人気）
３連複票数 計１５６０７６７ 的中 ��� ５６０７９（４番人気）
３連単票数 計３９０１５９４ 的中 ��� １１９３７（６０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．１―１２．０―１２．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．７―４５．７―５８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３８．０
３ ・（５，８，１２，１６）（２，１５）３－１３，１０，９，１４－４，７（１，６）－１１ ４ ・（５，８）（２，１５，１２，１６）－（１３，９）（３，１０）１４－４－７（１，６）－１１

勝馬の
紹 介

グリーンアラモード �
�
父 エ リ シ オ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００６．３．１８ 中山４着

２００３．４．２２生 牡３鹿 母 アプリコットデュー 母母 レディシュイエロー ７戦２勝 賞金 １９，３００，０００円
〔制裁〕 ボストンキコウシ号の騎手吉永護は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
※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 ウメノレイメイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（１８中山４）第１日 ９月９日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７３頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

１８９，８１０，０００円
６，３００，０００円
１０，７００，０００円
２，２４０，０００円
５６０，０００円
１，４５０，０００円
１８，６３０，０００円
６１，３１７，０００円
４，９８０，０００円
１，７４７，３００円

勝馬投票券売得金
２８５，０５０，７００円
３５９，９４４，０００円
４２１，５１５，０００円
１，５６２，０００，０００円
１，２７１，６９５，９００円
３４０，４９９，３００円
１，５１２，８７２，０００円
１，９０８，４８９，０００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 ７，６６２，０６５，９００円

総入場人員 ２７，４２８名 （有料入場人員 ２５，２７６名）




